


ラガーは、 
いつも新しい風景を 
もとめrいる。 
アリ*/ナ州グランドキャニオン《 =» ロラド』IIを 
はさんで、長さ350km、深さ1600mにぉよぶ 
峽谷だ。文明になれすぎた人は、ここでは 
とても色あせて見える。地球は、この壮大な 
パノラマを誰にあたえたのだろう。 

充売元/トルf +ン株式会社(デ^ントダ—ブ） 
大阪TEL(06>779-1116柬《TEL(⑻233-3871 

福 _丁£し(092>472~0038 



Big 100th 
咖ilil 睹 

え一と、アツという間に100^な 
んてホントかね？だからとい 
つて急に改まってこ*娜なんて 
テレちやいますね•• ,何はと 
ちあれ、諸君のご声援ご協力に 
は大感農}ということで一同、最 
雛/ナカハd 
パイ』も「絶好調./これからも 
ガンバリますということに 
なるのだけれど、ホン 
いって『ポ/レf』は、今後もズーッ 
とみんなで面白いと思ったこと 
をどんどんやる; 

開放したらみんなホだよ。 

_だけなのね〇自 
lをもって自分を 

IポAィ讎T5 

111 
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Feel は！^H 

w—lfl記 
109Tips for City Boy參モ. 

Tennis Boy #5〇〇 e-; 
• THINK WESTERN#： 
111 POP EYE GAME I 
113 Tips for City Bovi 

:ンジ■ニアリング• •.器用なだけじゃダメ（79年50^) 
•スです、ごめんなさい(7m?号)■鈴木清一 

卜の命はビーパ• 

154-155 SCREE霣 

□y 煙の美学(79年64号） 
the Tennis Boy擊テニス留学の仕方をこっそり教えちゃう（78^i* 3集） 
Tips for City Boy參ボウタイぐらl '結べなきゃダメだ(78年42号) 

115 LONDON Re-DISCOVERY籲トレンチコートならなんでもいいつて 

Ski Boy •クリスマスの必殺技を教えちやおう（78年43号） 
_ theSW Boy•あまりに美しき*ただの水•（79年*i5集） 
117TlpsforCitvBoy♦シャワ-にぶら下师ケン(脾64号) 

ミと夢をみせてくれる!？ 
57マレーシア風の 心 

夏の腿機(的辦）。 
59 H0BBT 

the Ski Boy•プ-ッノ 
lldTips for City Boy 

thelennisBoy •コ： 
21the Ski Boy和ヒ西部はソ 

Summer Boy •アメリカ• 
23 Why Shape up?ビ- 

the Ski Boy泰フ，ンスの 

，ケースを作*)んさい（78%43号） 
>ポクはマドラス'Nilだ(79年50§〇■黑川邦和 

|コナーズは細い、ボルグは太い(78年增3集） 

►ベビーオイル 
oy參フランスの田舎のおにいちゃん、 

カラコ〇音をたててみないかい(1 
The Summer Boy參夏にはパタパタ音をたててi 

_，七‘ベスパが(77年10^0 
Mlけれぱいいっても- 

*ルもいいけど： 
洤で運べるよ（7 

the Tennis Boy •ジャンクシ3ット 

^TennisBoy •九けれ 
the Ski Boy •ダパ 

127POPEYE POP BOOTH•，春は味、 
_Tでも楽l 
129TipsforCityBoy 參バスク. 

The Summer B<jy •日焼けに 
131 the SW Boy •大会を開くなんてチョロイもの(77年12号） 
_the Ski Boy翁^日は育空ドビーカン、お山の上て•昼食会だね(7S 
133 the Ski Boy •二のまま車の屋根に積めないもんかな。 

なんでもおさまるロッカーだ(7明Mt 2 
POPEYE GAME BOOK•二れぞ正《T綱•ね(7! 

135theSkiBoy #ン？ 4000回転でターボがききだした 
the Tennis Boy •ダプル/、ンド•グリップに改造(78年增3集)■横田和由 



錢 _ 
^ 8-11アミューズメント•バークは， 

Bestof 
£C メント•バークはj、ま20年代以来 

口ーラ_ 
以来の 

ースター 

nmt 
を淑ているos卿 

PMIO^N ILAIEP 79*64号) 

‘IVY小僧だ 

の入敍 
1よづW申1時） 

^hoppvlOOYhprocon^l 

城 

履いて、走ってみる- 小さ獅こ！?K鑑 
be bummer Boy •カッ f 

19-21『ポパ七 
Best of 

rの高想度アンテナか受信した為 

8つの傑傭 
した気になり話です 

I 

9ちゃんとした作！?方( 
じゃない(78年4携)■: 
ば勝ち//(78年42号） 

6ポ；レト 
ダブルバンパーの 
ワーゲンが好き 
(增^第1集17年6号/鱗神） 

Tips far City Boy ♦いちばん早く水を出せば勝ちガ(78年4传） 
7 theSWBoy籲カウボーイブーツをらしくなくはく（78¢!*2集） 

the Tennis Boy •ス ー/、•一のカゴがt、っちゃん便利(78年增3集) 
Why Shape up? •キミはいくつ知っている？ (79年si号） 

••のカメラらしさよ（7嘛2号)■寺崎央 
5の <水のみインデイアン.ポーカー〉じゃ（78^43号） 

7ジカル•バナナ> で勇気りンリン！ 

它参ラスペガスでは  
5 SummerBoy私•化けのメイクにうつつをぬかす(7 

Tips for City Boy •クラシックなフロントボタンのペスト办僻き彳 
the Surf Boy れぃ 明«れし今式グアム3日W日焼( 

oy •朝しか使わない食器があっ 
i焼け術(78年増1集） 

iがあってもいいでしょ（79年50^) 
I洋風サリー必卷法(79年增4集） 

1 w (76^3 
今、逋行中のアメリカの 
アウトド7ウェアをシックに 
着こなすという勇気ある実駿 
-^、つていないのだぞ 

IheSurfBoy . ■ ___ _ 
Tne&immerBoy參アメリカでは、プールでフリースタイルの飛込み备 
，• 大マジメで競い合う（78年34号） 
Tips forCityBov•ポクたちはダイアモンドのリングなんか欲しくない八 
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3§30分も：^なければなら 
なかつたのには理贵ある。ポ•ハー 

ィがラィディングを試みたのが才 
—ブン当.evあつたこと、ちょぅ 

どその日はツインの；て 
点*^であつたこと、しか^！中 

でメカが不惯れなせいか、^Sし 
ているnlスタ—も点検にか 

かったのが原EVある。一番悪い 
ときに出くわしたわけだが、現在 

ポパィは乗つた 
正直な話、順番が近づくにつれ 

て武者ぶるいが激しくな-〇てきた。 
ヒザはカクカクしてくるし、ヒジ 

はダランとして力が入らない。な 
【にせヤグラの巨大さに完全に圧倒 

'かり下一 

ると死んだつてかまわん、なんて 
気になるから不^!そのくせ 

バーのきやしやなのを心配してい 
るシマツ。カーの最^^ゆれが 

ずこの席に座るべくねらつている 
のだが、幸い順番で前方中ほどに 

なった•ひと安心。しまらなぃ。 
ともかく.7ァIストド〇ッブ 

のための登りがたまらない。もぅ 
心臓が止まりそ*フになる。そして 

きた/脳天逆落し/•ゴ1ッと 
い•r#輪の音が全身を包み、生き 

ていS心地は完全になくなつてい 
る•どこをどけたのかまさに 

•分30秒。3時間1ん 
Tir 





ポクはひねくれ—VY小僧だ。 
-つ、教科書どおりにしないのです。 

•れ^^生なら勉強不卑知麄不足 

^-1 IF デ ル—デニムのジ—ンズはどういうわけか*^害 一^兔 
■ _ に載つていなかつたなあ。やはり生れ育ちが牛 In 

■ \ ノ追ぃ労働者のS•ハンッとぃぅことなのかしら^ 一 ん。とはいえ便利ものですから、-|ユ|ポ-卜«vxv 
なぞにわざと合せちやう。ニユ—ポ—卜はかなりのかしこb 

VM_E まりモン、わざとラフな夕-タン柄のシヤツにニツトタイ -JL 

え、フットボi 
まで'^えてくれた。いまで^*、その 

尊きIVYコ|ディネィションの教え 
の数々、しっかり守っております。 

けれど、どこ©^にだつてひねく 一 
れ者はいますわな。規則といぅ規則は一 

すべて破るためにあると思つているヤ| 
ツ•ほら•心あたりあるでしょ。 

IVY学校にもちやあんといるわけ。\ 
学校の埽りにmIロッパもんを立ち食一 

いした〇, _あるフットボ—ルチ— : 
ムの§なんか、やなこった/.と•デー 

ィ。ハック背負って山んまわ〇. 
ちゃぅ。 

当然、尊き教えなん§りません。\ 
特にIVY大学、VAN青山本校の教： 

えは、尊いことは尊いのですが、実に一 
キビしかつた*^フックベントの切れ込： 

みの長さや、BDシャツの矜のD丨ル, 
の形まで決められていた。そ、思い出 

します、•…：でなければいけない調の 
教科書の文章を。 

で、キビしくされればされるほど反 

一くもの*卷きつけるもの.どこかひ； 

つた。f眼しか知 
ス！ゾなるもの矣 

なる新しい5!!^技 

にしない 
一なら的強不虽. 

いう'tとで片づけられるけど、ひね 
くれ者ってのはだいたい頭はよくて、 

すべて100パ—セント理解•吸収し 
いる。そのうえでわざとルールを無 

ま〇モン、わざとラフな夕—タン柄のシャツにニットタィ。 
しかしてちやんとプルオ—バ—のペストなんか着ちやいます， 

で、ジ—ンズは伝統輝くリ—パィスの501が絶対に絶対 
完はといえば'二,. Jいえば、ニュ—ポ—卜にちなんでヨットシュ 

—ズ、トップサイダ—のキャンパスも^ 

ている。， 
視するか.• 

—ズの青丄 

さて、ひねくれIVY、みんなでヤ 
，ちまおぅ-〇てのが*ひねくれ小憎か 

らの提案。最驾青山の校舎がニユ丨 
—クに本校を持つブルックスブラザ 

ワ青山分校として改築され"ます 
•VYffしていくa。初々 

しい新入生も入つてくることでしょぅ。 
ならば、すでに修士課程を終ぇつつ 

あるボクたちとしては、$的コーデ 
ィネィションでィバつてみたりしたい" 

そこで、このひねくれIVYがび-〇た 
り。教科書1冊マスタ—した*?又で、 

なおかつ他学派の教ぇも知つていなく 
ては*■そして' 眼を着ることの楽しみ 

をU分理解していなくちや•とてもひ 
ねくれIVYは完成されません。ただ 

チヤIVYで終ってしまい 

01 \ ロシャツこそはBDシャツとなら； 
これを持たずして、といいたい卜- 

^撞ヮニ 印に人気がある今日 この！ 
一'%ひねくれ小憎としてはポロにネク“ 

こんなのはチ-Mrえりや誰でもやること。な• 
1枚ポロを重ね着しちやぅ。で、オックスフォ. 

にフラノのパンツ。トドメはなんとナイロン 
ブレ—力—ときちや•つ、どぅです* 





5678901U2 
lil 

5〜1吩のeい跡 

liil 
ォプシ3ン： 
ハの走行 
■UN 
上記の走行は土日の 
いすれか1日でよい 

iil 
5〜1咖et嚇 

匕させること 

5〜1吩のeい徒歩 

ir: =•=思 

ォフシ3ン兀|乃 

の走行は土日の 
いすれか*1日でよい 

111 

確実な走行を。8 

5〜i«wm、徒歩 

m。 

lil 

KS..2 

Sr7075 
±Eの節は;！:日の 
いすれか1日"Cよい 

モス。^ 
0J1OO 5C0 

5〜1吩祕嚇 

1^ 

iS i 

ir 

1 

ニー 

W1 

|E | 

確実に走0ぬ<こと_，. 

5〜，吩の私獅 

=。，= 



POPEYE 

^ i:Ei^： -h** ' C=1_¥»〜_J>0' W :而7¢字は回供を表nj: 

r^1S3 

4 第if週 2 3 
⑴J 50-W SO 4A 
(21J100-W100 4A 
0IJ SO-W SO 4A 

|1)J 50-W SO 4AB 
0J1OO-W1OO 2AB 
0IJ2OO-W200 2AB 
(4)J100-W100 2AB 

(1JJ100-W100 4 C 
(2) J200‘W200 2C 
(3) J300-W3001 C 
(4J100-W1001BC 

5〜1吩のき^徒歩 

(1)J 50-W 50 3A 
(2IJ100-W100 5A 
GUJ 50-W 50 3A 

5〜1吩の経い徒歩 

100mを約56秒(時速 
6.4哳)て走る»S0 
疲れた6歩S、3：だ 
走*。約2000m 

5〜10分の輕い徒歩 

(DJ100-W100 4BC 
I2Jス□—てち確実な 
走行。約1600miAB 

5〜1吩の执、徒歩 

(1)J 50-W 50 2A 
(21J100-W100 6A 
(3)J 50-W 50 2A 

5〜1吩の男い徒歩 

(1W100-W100 4B 
(2JJ300約2.8分で 
(3)J100-W100 4B 

5〜1吩の経い徒歩 

(1JJ100-W100 1C 
(2)J300-W300 1C 
(3IJ200-W200 1C 
(4) J400(徒歩も可） 
(5) J100-W100 4B 

5〜lo^czm、徒歩 

5〜1吩の腰い徒歩 

5~1咖腰し獅 

5〜10分の好い徒歩 

オフシ3ンプ□クラ 
^CD®7 

上記の走行は土日の 
いすれか1日でよい 

(1IJ100-W100 

5〜獅 

5〜1咖执嚇 

(DJ100-W1001BC 
(2IJ300-W3001 0C 
0JJ8OOス□一て16 
確実に 1A 

J4JJ100-W100 30C 

'オプション707ラ 
⑽走行 

上記の走行は土日の 
いすれか1日てよい 
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男を見つめるとき 

女は目をとじている。 

香り、女には見えるものらしい。 

目を閉じている。_にうずまってKっているよラに見える。まつ毛の 
畏さに僕はハッとす&。こんなに近くで彼女をながめたのは今夜が 
初めてだった。冬の、淡い日ざしの中で僕たちの視線は热办た。 
でも、手を伸ばせば触れるほどの距離になると、ふたりは目をそら 
せた。なぜこんなに童籯するのか自分でも不思識だった。まっすぐ 
前を見て，一気に2ブロックほ撕け抜け、瀟ごしに振り返ったりし 
ていた。もう彼女の姿は見えなか〇た。後悔で胸が熱くなったが、 
それ以上に燃えるものを感じていた。いつか声をかける。それまで 
のあいだを、ゆっくりと楽しんでいた：bhた。急ぐと.あっけなく燃え 
尽きてしまいそうなほど、すれ違うときのふたりは高まっていたのだ。 
いま彼女の小さな白い肩が、僕の腕の中で蝶のように息をしてい 
る。このまま朝までじっとしていよラ。そう思ってタバコに火をつ 
けようとしたとき、長いまつ毛がかすかに描れ、つぎに唇が動い 
た。'、ま、あなたを見つめているの。あなただわ、この香り* 
目をとじたまま、そう彼女はつぶやいた。僕はタバコをそ元i二戾 
し、スタンドの明かりを消した。空気が微かに揺れるのを感じた。 

タクテイクス 
ひげそりあとの肌を、ここちよい 
清涼感でひ#U6ます，グU—ン 
フローラルの香りと、さっぱりとし 
た感触。タクティクス•アフター 

ロン。120«< 丨，500円。 



Ill— 
曹ヴか—っ^gぃて 

いる《pop*EYE》は、 4 気になる国の 
気になる話を集めてみた。 

い之塞で、い念 

%縣襲鲨『ポパィ』に初めて登場したビンナップガ—ル、ファラ。 
なか.^、オモシロ^I 

矜荇の間^:〇そ 
ス宁ツ、フアツド、フ 

アツシヨン、ゲ—ム、新 
器など、紹介した奪 

までに約3000sr 
ボパィ』の',目，は、その 

一 Mど.；？ツプ(P0 
P)な目(EYE)として、 

これ*^も常に新しい話 
馨機す圣アン 

テナJちSE2^!い/ 

ひと•彼女のポスタ—が、今ま 
でになんと240万枚も売れ、 

15万ドルもの金が娶のふくょ 
かなパストのmにころがDこん 

彼女はとてもウィットに富ん 
，で、「どうtてそ 

んなに充れると思う？U:という 
I ■「昔よ〇人間の 

' m 
"の—者、 

隊たちは、昔からグ=.. 
ピンナップガ—ルや' いつ 

JKJiKんでくれているカレンダ— 
ガールが大好きで"どんな時 

代でも美人のポスタ—やカレン 
ダ—は、彼らの問で根強い人気 

を持つている。 
このボスタ—やカレンダ—の 

で売れ嫌けているのだ。 
ところが最近' モンロ—以来 

の大スタ—がこの世界に登場し 
た。日本ではまだあまり知られ 

ていなくてだが、アメリカ 
のTV女優で、その迫力あるセ 

ックスァビ|ルで人?1<^昇中 
のフアラ.フオ—セット.メィ 

ジヤ1ズ29§がそ<7)注目の 

番組の§騁率についても-1た 
ぶん、わたLのノープラのせい 

よ」と答えたとか。 

•77#*势男のiのJWSとして 女の3*l^#*o I9JWS した•■ポ 
パイjが*いい女irLxB^Lfc** 初のnが、このフアラ.7才—セツ 

卜。その後の-KWKUごfのとお 〇一!* ♦でこ弋CMで-0^にな 
つfcス—ザン.アントンもす-CU179 零65号でaK;Lてい*んだザ•及 

パイWはいい女のnt探す自も確か 

ゥソをつかない人のUFO目撃談にSFファン歓喜/ 

い。声に出していつたところで 
世Kgは声もなく关ぅだけ、な 

どとあきらめるのはしかしまだ 
早い。強い味方が現われた。ま 

ずは彼の言葉を聞いてみよう。 
-1私はもうu F 〇を見たという 

ひとに会つても、彼らを笑つた 
〇はしませんよ。なぜつて、私 

もひとつ見たのですからね. 
そぅ、あれは私が南西部ジョ— 

ジアのライオンズクラブで講演 
をした夜(1973年)のこと 

でした* 
20名ほどのメンバ—と私は外 

にいたのです。話を始めよぅ 
としたとき、西のかなたの空に 

琿くものがあることに気がつき 
ました。その光はみるみる輝き 

を增したかと思うと、やがて、ふ 

フと消えてしまつたのです• 
その光は、いま思ぅと、カリ 

，ルニアにおける大統領fHS 
•! ; いたら Tに出馬せよと告げていた， 

厂ン州£1|?©にこぅ居ってぃ 

Tttは嘘をつかない」というこ 

•J5年2♦力—夕H&KJOlir 
この«をにぎわわせて <れた*79年 

67号の7力—夕—式ドロップアゥト• 
がジaギング轉のポック篇のtHS 策Jttジaギン^I#に—fた が，これ UUF0C# に！Bmia/ 

ヴソ备〇かない家なんてftじら 
れない1¢4す*んだけれir……。 



ちの1人がポクに恋をしてしま 
つたんだ。彼は足しげくやつて 

くるよう11なり、そのうちボク 
の家から上司にをかけるよ 

うになつた。IWS先はディズニ 
丨•プロダクションで"上司とい 

うのはもちろんディズニ—自身..,. 
しばらく後、パスポ—卜¢81¢ • 

のためにポクは^iの®^明 
が必鬌になり、彼に仕事の世話 

を賴んだ。彼が上司に話をし、 
それでポクには仕事が与えられ 

ることになつた。彼は自分の仕 
事をゆずつた気で安心してポク 

ゥォルト•ディズーー—おじさんもホモやつたんや0 
.たのだ。もちろんニックの在のi smつ子であ 

てたわけで、別段、i これがイギ 
のものにショックを受け： 

、はないが、デイズニ—がiれ*ん5 
ーシaックを；に5 

のもとから去〇ていつた*• 
数日後WSがきてポクは黑い 

自家用車の迎えを受けた。運転 
手が降りてきて§を確かめ' 

ポクはバックシ—卜に乗り込 
tことになつた*そこにいたの 

はデイズニ—その人だった* 
彼は3 

をいい、 
与えられない詫び 

、別の仕事を必ず見つけ 
;束し、ポクS腕を握り、 

Iかれた。 
ハムレッ 

-ら、1プ 
た所にある駐去 

■ヒルズの真ん丄 
•ガ—の期|: 

現在ハ 
卜が建っているそこか* 

ロック*に寄っ. 
«—バリ• 

で、当時はジ“：I:. 
あった——その駐$の一番隅 

に2転手は車を停め、そして出 

ていつた。それからボクーi丨 
され、事が始まつた。すべてが 

終つたとき、運転手が帰つてき 
てポクはまた家へ送り帰された。 

車から出るときデイズニ—が 

.ル^#だった。！^のときか 
ら彼の-;«画映面を覦てきたポク 

にとつて、彼の横に座り、彼のな 
すがままになるなど"しばらく 

は信じることができなかつた❶ 
あの感覚はゲィそのもの 

-な一んてよくあるHHSも 
のみたいだが、これを投稿したリ 

チヤ—ド•シツケルといは 
その当時18歲にしてすでにニッ 

ク•アダムスの秘書をやつてい 

秘窨役もめ 
2そのi. 

たのでは#.• 

iのことで、iをはじめプ 
Pダクションをあげて£0543# 

ぎにまで発MTところが、シッ 
ケル自身が*®たるU拠とtiE人 

をiしており、そのI部を再 
び投稿したため、生誤俩は騒げ 

ば損と早々に|不後に持ち『 
切れ。そのおり、長期に- 

てデイズニ—映画に出演し、 人 
気者になつたリチヤIド.卜一 

マスが、 デイズニ—の@-<的な 

:に対するハリウッ^-<種の 
反応は、あれだけに溢れた 

繊細なは、やっばりゲイな 
らではのもの、ゲイだったから 

JそあのをなLとげられた、 
Wク—ルなものだった。 

口—マ法王ヨハネ•バウロ 2世もシェイプアップしている/ 
こうした訪問の儀？^して、 

法王はまずその国の土にキス. 
て析〇条げる'手と膝を7 

ゥa 2世は、イタ 
リアではな<ポ|ランド出身と 

いぅことでW題になつた法王。 
また' たいへんなスポ—ツマン 

といぅことでも、m色の法王と 
いわれている， 

水泳やスキ—が大得意で、-7 
イットネスにも気をつかい、日 

常もトレーニングを葱らない。 
その成果として、いかに体力が 

て析C-iWJtける。手レー 
地に伏になるので' 法衣 

に土がつくのがふつぅ。だから. 
迎え側の#憎がわきにひかえ 

て、その土を払つてさしあげる 
のがセレモ——のしきたりだ。 

..ところが、ヨハネ.パウロ2 
二力共和；世立ち上つたとき' 大望が 

•払おうとしたら、法衣の膝に土 
Iとでiがついていなかつた* 

あとで 
わかった。法王は日ごろからバ 

Iベルを使って、ウHイトト 
レーニングで体をSえている。 

そのiで、地面に手をついた 
さいに、足先と手で体を支える 

ことができたので、膝をついた 
ょぅに見えながらついていなか 

ったといぅのが種明しだ。 
法王は、以前はむしろスキー、 

登山、カヌ—など、アウトドア 
スポ—ツで体を箱練していた0 

だがパチカンの主となつてから 

は'!^にそういうスポrツを 
Hンジ3イしようにも、プライ 

バシ14ることが期待できな 
い立堪だ。そこで現在は、もっ 

ばらWCでウェイトトレ—-1ン 
グ。 

a—マ郊外のアルパノ山中に 
ある法王の別荘に25メ—トル. 

プールをつくろうとしたところ 
「ぜいたくすぎ%」という批判 

も出た。そのとき法王は「運動 
をすることによつて法王が少し 

でも長生きすれば、即位式の回 

•79年；^**みのスケジュ—ル 
をこなして氟のta<s<Ka^凰の如 

4っていったパウ02*|*二のス タミナ*3、普»のシ*ィプアッ 
プUあった€G«S1SまTW* 

00)今度の法玉tt、rィスnソン 
グ(73年62号でSK0になったかと恩 

尤ば、4HBはゥ—マン■リブに嚷み つft'h.f:り tll年：upvliltしい方 

盏国内でもインディアン"OPEC"が生まれそぅで苦悩するアメリカ。 
#48^油国の播さ• 

サオになつている先進各0Tそ 
こにまたアメリカは、国内にも 

ぅひとつのOPEC(？)をかか 
えこむことにな〇そぅだ。 

アメリカ大陸のもともとの住 
人で、いまは奥地の保留地区に 

押しやられているインディアン. 
たちが、こんど主要の25部族を：ついてさえも、i 

Iネルギ丄 Sしてエネルゼ 
嫌を！^させた。 

-lf、われわれの土地である 
アメリカは、$にも劣らない 

1な地下_を有している。. 
これまで白人の勝手な利用にまiて大幅に取り分* 

かせていたのは、10年前の石油i時に、乱開発に」 

輪BI1と似ているではないか- 
いまこそ$の戦略に学び、わ 

れわれの1を1しよう」と 
決意し、それ^IK行にうつそう 

としている。 
保留地は天然—が*W 

現在、保留^:にあ*石炭に 
囊は！ 

ンにつきわずか25セントの名目 
的なf金を払っているにすぎ 

ない，' これに怒ったインディア 
ンたちが、OPECに匹¥る 

Hネルギー•カルテルを結成し 
て大幅に取り分を多くすると同 

!によって土地が荒 

らされるの止しよぅと立ち 
上0たのだ。 

アメリカ産出の低硫黄炭の3 
分の1、ゥラン鉱の2分の一、 

石油と天然ガスの100分の2 
が1ンディアン保1区から産 

出されている。 
ムS10年Eに二の地区内から 

石油に§して1日400万パ 
レルにfするエネルギ—が産 

み出されると予測されているが、i 
それには3值ドルといぅ荚大な■ 

_を必要とする"だが' いま 
までのように®^がパラパラに 

企業と交涉していたのでは' あ 
いかわらす白人に利用されるば 

かりでインディアンの生活は. 
くならない、と彼らはいぅ。 

そこでKK*が中*L'となり、 
を相手に有利な#tを 

かちとる交渉をしていく。また 
#<nによつては油国と連 

椹して' 必要ならそのオイルダ 
ラ—iWH入し、自力で開発をす 

すめる方向も検討している。 
モンタナのクロウ族は自力で 

tの開発をめざし、北ニュ- 
一の アパッチ族は!? 油と 

■の工場をつ <ろみ 
ナ'ハホ族は発電所の建 

設を経済自立の柱としてWW?し 
ようとしているようだ..- 

プロパンのT 
う計画'-ナ： 

/..Hネルギ—源を武器 
に、これからインデイアンたち 

は、経_な生活向上だけでな 
く、摩治の獲得といつた政治的 

要求もぶつけていくだろぅ。こ 
のインデイアン•パワーが、ま 

たまたアメリカ1を大きく播 
さぶる気£が濃厚になつた* 

•£#slr77<^T インrィア ンが#の±嫌，^ ORそぅ备5 
を®3した»备88^したが、それが 



イヌJ :に車の運転をさせて事故を起した横着男に警察もビックリ< 
聚のアップがす：_のMiliSのきつかけは、マ|の{目も思わずnをアングリ。iしたが、アクセルやブレ—キは：け〇きよくウイルソンは、. 人Sのァ⑴ 

さまじいのは¢1¢的わ 
爱。だから'自家用# 

のS転手を雇つたりす 
るのは' ことに先*ag 

ほど大変になつている。 
そ7)li-.'!>'どう^、 
|最唉アメリカはn 

1 -フドWI一7フア^.エツ， 
|で、なんと—の飼 

て運転手に仕立てよう 
とした男が—にパク 

られた 

イケル•ウィルソンといぅこ- 
三+Kのクルマがモ—ビルホ— 

ム•パ—ク(キャンビングカ—居 
住者の駐$)で播にぶつか〇、 

しかもそれをトボケて逃げてい 
たのがパレたからだ。が' _ 

の調べを受けた彼は-1オレは運 
転していなかつた。助HHJIにい 

たんだ」と言い强る。じや、誰. 
が運転してたSかとfすると... 

じつは、プリタニ— •スバII H 
ル檯で8觼になる彼の爱犬ブI 

ガ—だつたというから、取調べ 

ウィルソンは、ビックアップ 
トラックで荷物をiするのが 

:t*だが、よほどな男らし 
い"イヌに運転を教えて、自分 

は助HHiiT-ふんぞり返っていた 
とい•■»のだ。 

しかし、イヌが席に座っ 
てうま< アクセルやブレ—キを 

できるとは價じがたい。彼 
によれば、爱犬のハンドルさば 

きはまずまずのと二ろまで上遑 

>たが、アクセルやブレーキは 
よく使えないので、彼が横から 

足を出して踏んでたそぅな0 
事故を起したときも、イヌが 

よろけてハンドルの戻しが暹れ 
たのがだった。ウィルソン 

があわててハンドルを反対に切 
らなかつたら、_して塀を完 

全に倒してしまぅところ。 
こんな頼りないドラ-fパーに 

よくもハンドルをまかせておい 
たものだが' それまではイヌが 

彼の代c*にけつこうやつていた 

^^^^■ィルソン»、無 
免許のドライバ—に運転させた 

IPでブタ箱に送られた。ところ 
でイヌのほぅはどぅなつたんだ 

•alHslr&んとAカパカLい 
Bで、世の中に明るいし てくれたこ0>男にカンパイ/-1れ 

$つTW*一^い女としては 
号に1した rwMU-c®*to.wg 

备とウて^*^ビになつた.win/ 次点は79年55号の「36台のス—パI ヵ—备盗んでガ—ドマンに■**>せ ていた男/と‘か<Kつた人物は 
多い1うですfax、川*^.V 

トレ—ドマ—クにし••• 
ポバイの1||^が夜になると2丫の黒人たちに大ウケの理由は？ 

一mlクのタイムズ♦スクェアに 
i近い、ブロ—ドウXイと48番通 

i 〇の交！IWIに出ている。いま- 
\っ子のmで* 

もどぅかね？.」といった声も|»妙に肝！^ 
かれる。が' ポパイズ•フライ といぅのは、在になってイル 

ド.チキンはおかまいなく、同ミネ—ションがつくと、大看板 
じ南部でも*|ユ|オ|リンズのポパイは色が黑くな〇、セ— 

のフレ—パ—*を宣伝文句にしラ—マンはセ—ラ—マ、' を宜伝文句にし 
'l»nしている。 

ギmツとする* 
なにも最初からそんなiを 

ねらってsotしたわけではない。i 
ただできあがってみたら、たま 

たま在は黑いポパイがする 
sになったのだ。 

そこでチH —ン店し 
看板をawtした広_ 

^.1^-11 
ると、タイムズ.スクェアは昼 のタネ• HWKKSCHも**なf ■:； 奢みせてい»よ•■>'ご^MfaM, 

v店としては、 
15に备 

甘えさせること 

がって白人が多いけれど、夜は 
むしろM街の色彩が強くなっ 

てM人が增える。 
だから昼は白人、夜は黑人の 

ポパィがいいというわけで「と 
うぶんはこのままにしよう」つ 

11%モ|レツfニマル^^しのテ^3ク教本のものすごい内容0 
という本がITメリカで!»»をよ んでいる。S3Sやベトナムの戦 

場で苛烈さゆえに*アニマル， 
と異名をとつた空1隊の司令 

官が害いた、いわば•殺しのガ 

ょつて勲fもらつたが、ヴH卜 
ナムでは同じでCBSテレ 

ビなどに软人？ばわりされ、 
失意のぅちに退役した。この本 

は「戦争はそんな生やさしいも 
のではない」といぅ彼のSを 

こめた反IIともいえる。 
いかにもmKの教典といつた 

力—キ色の、キャンバス地だけ 
のシンプルな装丁も不気味で、 

も100ドルと、これまた 
不気味に高ぃ。 

彼はまず現在のアメリカ軍を 
Pして、「4000カロリ—の 

食事とコ|ラやビ—ルをあてが 
われて甘やかされている毒だ 

から、パ「■ 
できても戦争はできない。Mは 

800カロリ—で沼の水を飲ん 
でも勝つ訓練—けている。つ 

まりアメリカ兵は負けて死ぬた 

なドアを1つの椅子で食いとめ 
る方法、倒れている敵の息の根 

を止める方法などは、そのイラ 
ストを見ればI目！6^で、なぜ 

かイラストがあまりぅまくない 
のも妙な迫力を添えている。ほ 

かにもネズミ捕ってつく 
! •監獄の中でもつくれる 

iやしびんでつくる武 
石顔に投げつ：. 

る譲、監® 
_'黑ゃ 

器、ittの顔に投げつけて蜜息死 
させるパイなど、なんとも戦懦 

的な殺しのテクニックがずらり 
とならんでいる。これらを彼は 

「戦争やパニツクになれば、サ 
バイバルのために必赛」という。 

この本が出版されると、当然 

まねく、といが彼にぶつ 
けられた。だが彼は「$のテ 

aリストなら、これぐらいのこ 
とはとぅに知っている」と一蹴 

した* 
発売にさいして*彼もいちお 

うは、犯罪歴のある者には売ら 
ないように、という条件をつけ 

た。だが、そうい件つきの 
Bgはもともi法だし、また、 

$の囚人が入手しているとい 
われる。 

ともかく、この本の出版が大 
4物Mlをかもし、抗Ittやi 

が殺到したので、現辛ハ—パ— 
卜は住所も明らかにせず、モテ^—17/ ルを転々とす4生活。それでも—にf%//=• 

なお彼は*1ビ—プルj誌のインタ 

ビユ—に「若者を鍛えるための 
キャンプを開いて教えたい」と 

実地1111練の計画を居つている。 



HUSTUNBEETLE 
nmmnUh bポルト、ダプルバンパーの 

7 f T Z L ^ ^ ^ k ? ? # 7 ワーゲンが好き。 次ワとでこし博ツたはでク升 
大丨しあのて士にのワあル》 

たのルすの次トルりンそし成は 
め元シ。名大ラデま狂して金惶 
に祖ヱ国車戦丨イすいてfじれ 

排気音はうるさいし、ヒー: 
し、馬力もなければスピードt 
居住性もダメ。ライトは暗い 
てしまう ""■ ■ 

も出ない。図体のわリに中は狭く、 
...卜は暗いし、ワイパーもどしや降リに負け 
それでも古いワーゲンがいいのはなぜだろう？ 



BestofPOPEYE Wheel 
2倒ち丨いえすいあ変よ 
自的よ正のVてるけつな。 
動につ直モWみ少なて個よ 
車ラといデはた年い '性く 
のイ辛うル6 。がのたで考 
f卜いとにボそ大でだすえ 
奋がん6トルし人すのよて 
な喑でボドトてにかク。ご 
miダ齧ミ切之 
かなねとさブ％てさでる、 
Sに。いすルVよてあクこ 
雨しまうとパW I 、つルれ 
2ろずの°ンらく科てマは 
在並圧は パし考孥はで大 

らレ赤交でんうなわんワな 
足丨に拳点てはんけでイん 
至キな点滅まいかでへパか 
_をつでしだかチすブ丨モ 
し引/^右なまな力なレをI 

レフ矣よ早ひチさfラし。 

ラブ見しがと、うウがレト 

をキド号$ま力て力すをけ 
消かプが®るなそ丨る踏て 

早でこめに レちをリバL 

かI面ど信ポ と1リをへ 
'を白くじル もてあ止， 
と止いさら卜 早あおめ= 
かめもいれの いげつ、卜 
'ての作なク 話ねてそラ 
アいな業いル でば回しイ 
レくのもだマ はい転て卜 

、のよ憤ろに なけをエを 
今が°れう乗 いん上ン消 
日いどれがつ なのげジし 
はちのば' て 丨で、ン、 
へば順けこる 、す電をワ 
ッん番つの人 コ。気パイ 

f_ 鎖 |p___i 
!てI Jろ なをポル次ん 

フ|イ1い設 
:ゲ顔がる計 

ンんだ闻のしポいた ボ 
だかじおてIうん /レ 
けらポかいツのだ シ 
れおルげら力はか $ 
どかシなれI gjら が 
'げェのるのiiポた 

ン貢車マメン6ンン後基ン 
でえもリはでに処卜のヴに 
あるいなダは生理とフいは 
る昔いのプあき。リヱたつ 
とのけでルり写こアンへい 思ワれすスましれのダ 
うIどねでせ 'は*、I 
のゲ、。ベぬピも2の でン30バハかッうめ、丸 
すが万力I、°タボ美み 
。真円高 そシルし具 
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ビツカビツカの 
CAL LOOKに 

首ったけ/ 

•キャル•ルック• I 
いい響きiHCっている言 

葉だね。ゥhストn—ス 
卜ではビ—トルといった 

らキャル•ルックでなけム 
ればゥソなんだ❶ 

キャル•ルックのf 
となるのは*67fT*0) 

ダプルパンパfのビ—卜 
ル。^®!は、aIルスa 

ィスのような深い®Maい 
のペインティングと、フ 

Pントエンドをドロップ 
させてしまつたスタイリ 

ングが特欲だね。おっと、 
ここでつけ加えるならば" 

才—プントップ嘉れて 
はいけない。tで、ビ 

Iトルのル—フは曲線が 
強すぎて、才—プントッ 

プのとりつけが不15*だ 
つた。が、ここにi.J$ 

いる4ムaは、-i- 
パ—チブルにDC— 

うな索敵な才ーブント？ 
プに£つているね* !^ 

れは<FLAT4> が可 
能にLてくれたおかげな 

んです•才—プントップ 
のキャル.ルックが日本一; 

るようになつたんだ。‘ 
で、一N 

なit®slを崩さずに、iにウッ 
ドしてシックに仕上げて^^ 

ること**そう、あくまでもシ； 
■ルでtことが大切なSですよ^^ 

H エンジンは$対向4lpaEのメ 
Hリットをフルに引塞すため、ス 

トリ—卜用1700CC'110馬 
力にまでパワ—アップkハイス 

ビ—ドにも耐えるようにしてある。 
£ のものは2200CC、240 

馬力なんてのもあるから、かな〇 

LP J ノだは テッ】 
^■■クで、 

ここに登場してい* 
そSんS I例だ。* 

M №1—— 

plitoofpo 

川年数嘉つているビ—卜 
，ストアから一段とス 

-ップアップさせたキヤル.ルッ 
再びよみがえるだろう。 

、ぁ、君の大 
一に変身させる 

のはどうだろうか。お気に入りの 
n—スを、心ゆくまで48^する二 

とにしよ*つか.• 



永通e友達在探し出mめ啲 
■必要十分条件。 

1中で一番多く生産され' 順で：fしてほしい。m誌がI 
世界中を走りまわつていたVW番いいのはりたし，のMが 

、 ビートル。日本：ti*車は、77年あること。ここには仲^！NPが 
いつぱいで「お疲れさま」とな介在していない。次に友WTこ 

つてしまつたけど、今も、新しれは、仲はいないけど、 
い友逮とめぐり会ぅのを楽しみビ—トルの具合が憑くなると友 

☆新品のビートル拿に入れることは、不可 
能になつてしまつた。そこで、程度のいい中 

古ビートルを探し出す^^のすベてをご紹介。 

77年一 

今も、新し 
い友逮とめぐり会うのを楽しみ 

に待っている多くの-B-HIのビ— 
トルがいることを忘れないでほ 

しいなあ。なぜつて、まだポク 
たちには、彼らと友逮になるチ 

ヤンスがあるのだからね。 
そこで、このチヤンスに、よ 

りよぃ友逵ビ—トルを選ぶ条件 
&えようというわけ。それも、 

ポクたちの目、タッチ、#T匂| 
いなどの11^を頼りに、常雄と 

幾つかのシンプルなテクニック| 
を使うだけで、どんなVWビ— 

トルでもチェックできるやつを 
ね。第一にどこで探す 

か。探す！は3つある。—、 

顒で：fしてほしい。 
番いいのは 

介在していない。次に-*-• 
れは、仲はい.. 

ビ—トルの具合が*くな* 
遑との仲もおかしくなるので注| 

雩最後の客車センター。こ 
いつはプロ。蠢小さなSで 

大きな利益を上げようとしてる 
から商充もシビア。 

さあ、 
ら、予算に合つたVWビ—トル| 

を最低3台は探し出そぅ。そし 
て' 下見に行くまえにSで次 

のことを確かめてメモしておこ一 
'つ。走行距饑は何キQか。—。 

価格' タイヤのi。エンジン 
の才—パ—ホ—ルをしたのはい 

つか。ラジオなどのM品の有 
無。i的な_はどうか。 

なぜつて、人工の5K*は多くの 
ボディの欠陥をかくすことがで 

、るから。よく晴れた日の午前 
一中を選んで次の点をチXツクし 

I水平になつているか(—1)。 
7Hンダ—はきちんと丸くなつ 

ているか。少しでもフHンダ— 
が山形に盛〇上つていたら、そ 

iたことを示すから5 
はスム—ズか。ちょっと離れて、 

色の反射も確かめてみたい(写 
|真2)。また' ボディに触れて 
小さなキズやへコミが入ってい 

ないかも謂べよぅ(f 3 )。V 
Wビ—トルを動かし、パ—クし 

ていた場所もHベよぅ。オィル 
洩れが点検できるし、こわれた 

パ—ツが落ちてないか確かめら 
れるんでね。売〇手が日B8メカ 

ニック派で、その1もないの 
にHンジンに手をつけていない 

か。これはちとiだが、そこ 
はそれESP&つてさぐり出| 

そぅじやないか。ここまでで、| 
一特に声を太にしていいたいのは、 

ピカピカのVWビ—トルにだま 
されるなつてことなんだ。最近一 

アクシデントを起して大§し 
た1性があるからね。むしろ 

ホnリなど気にしないで' あま 
〇使われていない放つたらかし 

のVWビ—トルをおすすめした 

まずはsから。グロ—プコ 
ンパ—トメントはクリ—ンか。 

ヘッドラVKIとシ—トカバ— 
のiは。シ—卜に座り、すべ 

てのスィッチ$してみょぅ。 
すべてがGoか。トラプルあC* 

だと、その修理代がバカになら 
ないからね。ステアリングホィ 

Iルもゆつくりまわして、遊び 
を調べてみる。これは、他のV 

Wビ—トルと：^すること。遊 
びの大きなものは遊けなければ 

ならないぞ(w^4)。次にドラ _ 

イパ—の生ともいう 
べきプレ—キ。こいつは特に憤 

重に調べておこう。ブレ—キぺ 

西から昇っても選ぶなょ。ハン 
ドブレ—キも、引いてガタッて 

いたら要注意。プレ—キ§代 
が离くつくだけですめぱいいけ 

ど、ロング•グッドパイじゃ洒 
落にもならないからね。そして、 

クラツチペダル。抵^g—じ 
•でにどのくらいaみ込むか。 

の*®は、3〜5セン 
チが自安だ•ペダルのゴムバッ 

1.ごまかす初歩 
いるか。 

ナ—が走 
のテクニックだから気をつけょ 

•っ。これらのチHックとともに、 
ジャッキ、工具類、スペアタイ 

ヤのSISも忘れるな。( — 5) 
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Lたビートルを入手- の、 つま•)中古ビーI 
xック法は、新しい: 
大きな手助けになつ，. 
これらのHIしいチIック奢/< 
スしたビートルは《永遑にキ 
ミの友jiになることだろう 
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つい最近出会った 
「今のアメリカ」を 

感じさせる話 
片岡蕾のァ‘ 

時代を象徴する美人モデルたち。 
そして、ブルック•シールズ 

アメリカのニュ—ス遇刊誌『夕 
イムJの2月9日号の表紙は、プ 

ルツク•シIルズの美しい顔だつ 
た。ネ 、カパー 

は、 このブルック •シ—ルズ 
心にした、エイティ—ズ•ルック、 

とい、義事だつた。 
この場合の*ルック*という言 

葉は、ちよつと日本語にしにくい。 
いわゆるフアツシヨ>用語として 

の*ルック•ではなく、もうすこ 
k味は広い。1タイム』のカパ 

!スト—リ—の文脈でのエイテ 
ィーズ.ルックというと、80# 

という時代の流れを_するよう 
な美人モデルたちの顔つきや雰囲 

気の感じ、といつたよう案味に 
なるだろ、つ。 

ぜんぶで7ぺ—ジにおよぶこの 
カパ！スト—リ—は、おしまい 

の2ベ—ジがブルック•シールズ 
についての記事で、ほかの5ぺ一 

ジは、80衷ふぅな女性的美しさ 
の代表とみられている何人かの美 

人モデ" モデルについての記事だった。 

ソファに寝そべって、読んでみ 
た。例によって*■タイムj調の記 

事だ。なにを言いたいのかよくわ 
からない文体と、つめこまれてい 

るインフォメ—ション置の意外に 
すくない、なんとなくもったいぶ 

ったよう；き方なのだ。 
だが、談んでいるうちは、それ 

なりに楽しめた。 
と〇あげてある何人かの美人モ 

デルたちの顔つきを見ていると、 
カメラマンやモデル、それにメ— 

クアップ•アーティストたちが共 
同してつ乂〇だす、その時代にふ 

さわしい美しさのイメ—ジみたい 
なものの中心的な傾向が、なんと 

なくわかってくる。 
ニュ—ヨ—クにある一流のモデ 

ル• H1ジェンシI、たとえばエ 
リ—卜•モデル•マネジメントや、 

アイリ—ン•フォIドがやってい 
るフォ—ド.モデルズなどが口を 

そろえて言うには、80一^を代表 
する*!美しさは、一本しっか 

りと芯のとおったようなクラシッ 
クな美しさを、に、そして健 

康にみがきあげたものなのだそう 
だ。 

60一^はフリ—キ—な時代であ 
り、70#は、まとまり^意に 

欠いたようなだらしなさiしさ 
につなげていた^^だったが、80 

は*クラシック*ということ 
に強くつながっていviT代だとい 

トップ•モデルたちの活躍ぶ〇 
が、クイム』調の散漫な書き方 

で5ぺ—ジにわたって散らばって 
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と名づけられた3つのボディタ 
イブ別の少年たちの着こなし 

いるのを読んだぼくにとって、面 
白かったことはふたつある。 

ひとつは、アメリヵ産のモデル 
たちに、い.い女になるためのみが 

きをかける5!^として、ヨ— ロッ 
パがまだ非常に強い力を持ってい一 

るということだ*どんなにいいモ 
デルでも、ョ|ロッバの雾囲気を 

しみこませないことには、使いも 
のにならないょうだ。一流中の一 

流のモデルと、やはり-流のヵメ 
ラマンやメ—クアップ.T—ティ 

ストたちがいっしょになってつく 
りだす写真は、その^:の一^端 

をいくア—卜であるわけで、この 
ア—卜をつくりだすにあたって、 

ヨ—ロッバの力をぬきにすること 
は不可能なのだ。 

もうひとつぼくにとって面白か 
ったのは、ある一流のXIクアッ 

ブ•ァ—ティストがモデルに教え 
た洗甄法だ。 

メ—クを落とすには、マヨネ— 
ズを使う。マヨネ—ズを顔に塗り 

たくり、：^品のいつさいを落と 
してしまう。そのあと、ヨ—グル 

卜で顔を洗う。mlグルトを両手 
にすくいとつては、それで顔を洗 

うのだ。すすぎには、アップル. 
サイダ—を用いる*肌がほどよく 

ひきしまり、とてもいいそうだ。 
こうして、マヨネ—ズ、ヨ—グル 

卜、アッブル•サイダ—を使いつ 
.づけると、肌がととのつてきて、 

^ののりは格段にちがつてくる 
そうだ。 

プルツク•シールズについての 
•記事は、どうということもなかつ 

た。モデルとしては、エイティ— 
ズ•ルックを代表するトップだが、 

としてはまだ未知数だ。 
記事を読みながらぼくが楽しみ 

にしていたのは、ブルック•シー 
ルズのあの雲のある太い眉を、 

『タイムjがどんなふうに表現する 
か、ということだつた。 

あの眉のfが必ず出てくるは 
ずだと思つて読んで：^たら、出 

ていた。ホ—ク•ウイング(タカ 
の翼)の眉、だそうだ。そう言わ 

れれば、なるほど、タカが翼を広 
げたような眉ではないか。 

2 
"プレッビ—少年はどぅやつて本 

物になつてゆくのか。の教科書 
かまえの本誌采パィJに、 

『ジ•オフィシャル•ブレッビ-^ 
•ハンドプック』のことが、ほん 

のすこし、紹介してあつた。 
なんとなく聞いたようなタイト 

ルの本だなあと思って、買づたま 
ましまいこんである本の山をさが 

, “ 
•してみたら、やっばり出てきた。 

求パイJにのっていた紹介記事 
によると、アメリカでも中流意識 

が広まっていて、多くの人がプレ 
ツビ—をキ®しているからこんな 

本が世に出たりするのだ、という 
ことだつた。 

いいかげんなような、それでい 
てちやんとしているような、不思 

譲な本だ。まだひろい読みしかし 
ていないけれど、そのかぎりでは 

面白くてなおかつ役に立つという 
想じだ。 

まえがき、というところを読ん 
でいたら、いまではしつかりと本 

物のプレツビーになつている人た 

途上において、口—ファ—をはく 
ときにはソックスははかないもの 

なのだということを、誰かから学 
ばなくてはならなかつたのです、、 

と書いてあつた。口—フア—はソ 
ツクスなしではくものらしい* 

第一章のいちばんはじめが、プ 
レツビ—の1についての記述だ 

つた。何代もプレツビ—がつづい 

Tてきた家では、赤ん坊が生まれる 
|と、お父さまの出学のニュ丨 
|スレタIあてに' 出生の通知が出 
|されるのだそうだ。その赤ん坊も 
|成長すればやがてお父さまどおな 
|じ大学に進むわけで、出生と同時 

iに大学入学の下1の第一歩が、 
一ニユ—スレタ—への$口というか 
一たちになつておこなわれるわけだ• 

一生まれe赤ん坊のファトスト• 
ネ5やミドル.ネ—ムをきめる 

にあたつても、お父さまやおじい 
さまの出身、大学は、深く _して 

くる。その大学にやがて入ればド 
1'5トリ—に住むのだが、ファ— 

スト•ネームやミドル•ネ—ムは、 
K—ミトリ—の^tgとつりあいや 

調和のとれるものでなくてはいけ 
ない。つりあいのとれない备刖は、 

つけることができないのだ。 
ひろい読みしていくと、けつこ 

ういろんなイン'7ォメ—シヨンが 
つまつている*プレパラトリI • 

スク—ルからiい人が本気でプ 
レツビ—になるための実用的なハ 

ンドプックというよりも、一種の 
ユ—モア•ブックなのではないか 

とも思うのだが、日本のアイビ| 
少年にとつては必須のような知嫌 

がつまつていて* _して損はし 
ないしかけになつているようだ。 

たとえば、プレッビ—の持ち物 
や室内装飾などいろんなところに 

ひんばんに登場するアヒルの秘密 
など、この本蠢むとすぐに解け 

て面白い•。アヒルといえば、ハン 
ティング、湖水や河、そしてメイ 

ン州と、プレッビ—的な連想がJ£ 



がつていくわけで、アヒルによつ 
て_されているこぅいつた世界 

がブレ々ビ|にとつては非常に大 
切だから、アヒルがお飾りのモチ 

—フとしていたるところに登場す 
るのだ。 

アヒルのなかでもマラ1.--ド•ダ 
ツクが基本で、水にうかんでいる 

ときのシルエツトが最もポビユラ 
—なモチ—フだ。その次が、アヒ 

岭29ベ—ジの薄ぃ_『MILLIONS OF 
CATWJ•パンフレットみたいだ 

♦丘を埋めつくしたネn。ちよつと不« 
味な$です 

ルの飛んでいるところ。立：に 
アヒルが再現してあるディコイも、 

重要だ。そぅいえば、メイン州に 
あるL.L•ビ—ンのカタログに、 

アヒルの頭をきわめてシンプルな 
線画にしたものをジヤカ—ドにし 

たタイがあるけれど、こんなタイ 
など、じつはアイビ—少年がまつ 

さきに買わなくてはいけないもの 
なのだ。 

3 
何百万匹のなかで1匹だ：^き 

残ったネコの秘密 
のは、分をわきまえたブスである、 

といぅテーマの物igだったので、 
びつくりしたぶんだけおまけ的に 

面白かつた。 
昔々、あるところに、おじいさ 

んとおばあさんが住んでいるわけ 

ぼくは^0の絵本にかなり興味 
がある。絵本マニアではないけれ 

ど、fで絵fよく見る。そし 
て、すこしでも「へ一え」と思っ 

たら、買ってしまう。日本の絵本 
は面白くもなんともないが、ヨー 

ロッバやアメリカの絵本は、 数か 
ぎりなくある絵本の総体が、ひと 

つの共和国のような感じになって 
ぃて、そこが面白ぃ。絵本とぃう、 

独立したひとつの国があるのだ。 
つい先日みつけて買ってきた 

•■何百万匹ものネコJという、変な 
絵本をfしよう。本のつくりは、 

本というよりもパンフレットだ* 
手に持った感じがちょつといいし、 

絵に独特のム—ドがあるから、買 
ったのだ。 

スピード•リーディングのつも 
りで、ぼyに可能なかぎりのスビ 

1ドで货んだら、1分ちよつとで 
読めてしまつた。 

この世でいちばん幸せになれる 

くなり、 
条へil 

だ。 
花にかこまれた_な小さ§. 

にふたりで静かに住んでいて、と 
ても幸せでした•といきたいとこ 

ろな，のだが、そうもいかないとい、 
うところから、-»何百万匹ものネ 

nk.のスト1リ—は、はじまる。 
ふたりつきりだとさびしいので、 

おじいさんとおばあさんは幸せで 
はないのだ。 

「そうだわ、ネコがいればいいの 
だわ」 

と、おばあさんは、ある日のこ 
と、おじいさんに言、つ。 

「小さな、ふかふかした、かわい 
いネコがいれば、楽しくて幸せだ 

わ」 

と、彼女は言うので、おじいさ 
んはネコをさがしに出かける。 

山をこえ谷をこえ、どんどん歩 
いていくと、何百万匹ものネコで 

びっしりとおおわれている丘に、 
おじいさんはたどりついた。 

さあて、どのネコを持って帰ろ 
うか、とおじいさんは迷う。どの 

ネコも、みんなかわいい。 
あれも、これも、と次々にKに 

かかえているうちに決断がつかな 
一り、何百万匹ものネコぜんぶ 

•へ連れてかえることになって 
しま*っ❶ 

このあたりの絵は、ちょっと気 
味が悪くて、なかなか楽しい。丘 

ぜんたいがネコで埋まっている絵 
なんか、じつに発想がすてがたい。 

家に帰る$の湖の水を、何百 
万匹ものネコがびとPずつ飲んで 

からつぼにしてしまう。おいしい 
草の生えている丘を、何百万匹も 

のネコは、ハゲ山にしてしま、っ。 
草の葉を1枚ずつ食べて、丘はあ 

つというまにハゲ山になつたのだ。 
おばあさんの待つ自宅へ、おじ 

いさんは帰りつく。こんなにたく 

さんはいりませんよ、おじいさん。 
1匹いればそれでSいんです、と 

おばあ1んは言う。どの1匹にす 
べきか、ふたりはきめかねる。 

いちばんかわいいネコはどのネ 
nだか、ネコたち自#にきいてみ 

ようということになる。誰がいち 
ばんきれいかをめぐつて、何百万 

匹ものネコは大乱闋をはじめる。 
そして、おたがいに食いあつて食 

いつくし、何百万匹ものネコは、 
死にたえてしま、つ。 

家の外に出てきたおじいさんと 
おばあさんは、1匹だけ生き残つ 

ていたネコをみつける。やせ細つ 
た、さえないネnだ。 

なぜこのネコだけ生き残つたか 
といゲと、自分はブスだというこ 

とがよくわかつているから、誰が 
いちばんかわいいかときかれても 

黙つていたので、食いあいの難を 
のがれることができたのだ。 

おじいさんとおばあさんは、こ 
のネコを飼うことにする。大切に 

かわいがられたそのネコは、やが 
てけつこういけるネコへと蛮身を 

とげ、幸せに暮らしましたとさ。 

ポピユラ—•カルチヤーの土台 
を作った1929年からの10年 

アメリカのポピユラー•カルチ- 
ャ ィを i していくにあた つて 

最も重要な要素は1929年には 
じまつたザ•グレート•デイブV 

ツシヨン(-KK-況)だと、ぼくは 
かねてより思っていた。 

ながくとらえてもせいぜい10年 
くらいしかつづかなかつた-KK-況- 

なのだが、七づはこのに、ア 
メリカのポビユラI•カルチヤ— 

の大きな土台が、しつかりと形成 
されたのだ。 





人問、奋なのは暖かさだと思う0季節もそろそろ暖かく 
なつて来た。そこで今回は暖か情報オンパレードなの_た。 

確かあれは「ブリット」だつたと思ぅ。 
こんなシーンがあつた。今は亡き好漢 

スティ—ブ•マッキ—ン 
る刑事が、徹夜明 

一:終-i れ 
果てて自分のアバ—卜 

へ嫌つて< る。このア 
バのが、また 

あのサンフランシスn 
独得の¥トリア！Bの 

木造建築で、なんとも 
mvのだ。さて、かつた 

るそうに*から吊？ 
デイテク-ス 

€なつた奋っ怪な3 
む◊そして片方のソ斤 

ブスペシャルをホル 
スターごとべットに&げ出したマッキ 

—ン刑*、なんと水の入つたポットの 
! dがnvル -中に'Iクロム鎵らし^pのが「 

アメリカ人のラフさ 
独身刑事のなんともいえ 

をHIPたのでありました0 

•ハードな 
独身刑事の 

ハ—ドな 
お湯の沸かし方。 

リットルを約19分で92ぃ 
湯にする。お*が沸き上- I 

スタットの働きで'自動的に保溫にiには非常に強いが、横方向の力 
変わ今溻沸かし中か保温中かはパイ！かると、すぐはず 

ロットランプで表示される親切設計iある。*^V 
になつておる。さてお湯を使うとき；をひつか2 

は'上部の給湯プレ—卜を経く押す。iてしまう心配—V*用といr I • i -卜を軽ぐ4¥す。 
エアポンプの働きで、お)«がぜい^^ 

に学くるといっわけ。誤ってお)Sが 
出ない索に絵)ftロックもついている ©のだハ面白い！ 

siけマ「. 
卜式プ- 

ot 

飲みたい 
と含に 

熱々の 
お湯が出る。 

独身小僧必携の 

5辱 
驩法びA/ 

，るこる。だから、-o 
ノグサ小憎でも、たまナ 

W洗つてほしい*Vのため 
に広口容器になつているのだ。い 

かがかナ。このジャ—ボット、ま 
さにHレキ魔法びんではないか。 

，介— 



© 
0 

& 

あれはアメリ-RG赛はずれメィン州 
のバンゴIへ行ったときのこと。ホテ 

ルというより旅Itという感じに近い 
ノ—マンデイ• VンのI部屋で相棒と、 

やれis喰いたいだの、ラーメンが懐し 
ボソポソしやべつていた。な 

Jあちこ卷 
'♦6ハンパ—ガ—ゃ 

ステ—キやらが好物で* 
くらの爾袋にはへビ—に感じられる 

去つになるの一^-〇さりとて、アメリカ 
もこのfで管と、好物の細麵(中 

華レストランのメ Iーュ—でaラ—メン 
のこと)をくれるレストランは 

おろか、日本食のレストランな•とどこ 
貧？てもな：iGだ。美然、篇が 

なんともい又ん奇11した。なんた 
る奇蹟か天の助けか、濟ディ•パッ 

クの底から、たったI袋'よれよれのィ 
ンスタントラーメンが一^れたのだっ 

た。さof台所でネッシング.ケトル 
I杯のホットゥォタIをVって、その中 

にぶち込んだ。3{wi^ったか€っか 
...西日の^込む喜で、ものもいわ 

VU平らげたラ—メンの_だったこ 
と。メィン州ご葛のロブー 

•一杯のお湯'て 
ぼくらは生き 

返った0 

この®にして美味なるィンスタントー 
食品'今はn—ヒ—から赤飯まで'そ 

れこそバラhティmilだけれ—'と 
にかくお湯さえあれば…といつ点が 

心強いではないか。そんなわけで、こ 
の愛すべきJR法的食fお湯の闋係一 

，•■一jを試みてみた。といつて• 

らトドアシー 
ズ ンももう(81近い。自^?9 部屋でぬ 

くぬくと味をt味しながら、来たる 

いうへビーな目的から 
いえば、と〜ぜん高栄 

驀•軽Mという2点が 
まず大切だ。だから、こ 

の種のものとしては、 

食品がぴったりだ。な 
かには、もとの材料の10 

%の重さで、容犢も30S80 
%減じたものがあるとい. 

もなかなかのもので、野j 
;シチユ！n4>! 

一。開封しない限 
••夂的とい 

は、ラシヨンユニットともいぅが'-?• 
代表的111ユニットは、防水W 

クの中にまず大小4 nの缶詰めが 
ぞいる。ツナ•アップルソース•クニ 

力！ビ—ナッツバタ—と害いてあ一 
#から塩•シ 

:チュ—インガ 
细かい。これで 

小さな袋の方には、マッデJ 
ユガ！ n-A>-•ミルク•チ『 

ム•ぺッパ！：と実に細かい。， 
I日分。バックパッカ—にび〇たりで 

はないか。民問のものにはFD食品 
をパックしたものがある。M社のH 

マ—ジx>シ！パックだ。これのtt 
しSAJころは6缶1セットを、朗\昼 

間分。メ11ユ—はチキン•シチユ—/ 
野菜シチユ—/チキン：^ラダ…など 

で意外にデラックスだ。このほか、登 
山家や探険隊が非常用として携行 

するものに' 高蛋白質のスポ—ツフ 
—ズや、ビタミンと_霣の高い栄養 

當ある。仮りに食種が尽きても、こ 
れがあれば何日かはエネルギ—を保 

持できるといぅ。いかがかナ。ジャI • 
ポットで、さっとお溻を沸かし'イザ 

といっときのためにトレ—ニングを積 
んでおくの^Hgvな：：AJ思ぅけれど。 

-インスタント食品は 
考えようによっては 

サバイバルフIKだ。 

•イザ 
とい〇ときに 

お湯がなかったら 
ゆゆしCVことに 

なりそうだ'ソ〇 



月中旬♦ヨーロッパ•ツつ 
I—キング•へツズの; 

時代は、まさに•グ 
いま、ARBの肉体ビートが 

時代を撃つのた: 

‘ポーカルと骨の«かf tえられたち _ 
強ISなビートだった0彼ら期待のサードアルバム「BOYS ^ 
AGIRLSjの登場は> まさにARBの時代を告げる決定！ 
打だ〇ポーイズ&ガールズに赠5トータルなテーマをビンy :y 
と*したアルパム構成には脱帽/石橋凌の首葉をかり， 
ればこういうことだ——「狂いたくて斑えない、笑いたくふ 
ても笑えない、泣きたくても泣けないロックンロールK_DS1 

1® 
'ラブレター/他、全11_ : 

ii：ii B01S&GIRLS 
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て着たもんです 

ょ'卜:文出ボ 

电とるちはだツシてる 

勢くホたが•ははつは 
kvi：^vnr, 9 N IまちNO 、スN 点には思やは少ボIし 



Vitalis&Vitalis7<MM» で 



爵 i @ _ f _ 
糨準価格6.980円 

戴気ボットPL-545<B> 

しPレ:3—ド クックコンポの各商品に付いていS応募ハガキをお送りくだ 
さった方のなかから、抽»で2,000名の方に、東芝EMIの 

〇 、 , ^ .u- LPレコード100遵のラち*お好きな2枚をブレゼントいたし1 プレセント実施中ます•詳しくは•店頭でおたずねください.(期闐2/16〜4/15> i 瞧；\ 

#のない朝食なん1:•: 

SUNiDE u!荚纽嘗玉燒。 

雲間に輝く朝日のィメージです 

ね。卵のない朝食なんて…とい 

ぅ訳でクックコンポで作る僕の 

一週間のメニュIをご紹介。 

月曜は、スクランブルエッグ。 

火曜は、たつぶりマヨネーズの 

エッグサンド0 

水曜は、ス—ブに卵を落どして 

ポ—チドエッグ。 

木曜は、ハム入りオムレツ。. 

金曜は、i統泳ベーコンエッグ。 

土曜は、牛乳と卵でフレンチ 

k-1スト0 

„で、日曜ですが、彼女がご飯. 

味噌汁.厚焼き卵の純和食を 

作つてくれます。もし、日曜まで 

に彼女ができればの話ですが… 

食べることにも熱中したい—— 

シングル•スピリッツ 





■たとえばパ—力44 

ひとつにしても 
こんなにいろいろ 

着こなせるのだ。 

マウンナンパ—力やグ—ス.ダウンのはいつ 
3、ワ—クシュ—ズやジ• 

み含せるべきだ、という^ 
ンズを姐 

i•鑫〇人 
だがここで一度、-}•してみようでは 

ないか*ワ—クシュ—ズだけが«;ではなく、 
またジ—ンズだけがパンツではない。それがま 

r卜の代iasii*ス—ツだからといつて、なにも 
11卜らLいn I卜を姐み含せ%ことはない* 

マウンテンパ—力(ウ—ルリツチ) < ッィ| 
卜のス—ツ(ポロ)は、アメリカ風とイギリス 

風といつたちがいはあれ、そのどちらもが«し 
I Jとの対決のなかから生まれてきたものだ 

けに、なん0|^8&||もなく||和す«。 
そこで気をつけなければならないのは♦ただ 

Sパンツも(とてもい 

丨(セルツテイ)、そしてフラノのパンツ(メ 
\ズ.ビギ)は、とてもf»L'地のよI\ 

メ。オフホワイトのセ—夕—には' タツ 
.ルのポタンダウンのシャツ(メンズ• 

厚手の 
ノックスにサンダルというのが< 

•グ—ス.ダウンのたつぶ〇つまったダCV〆 
パ—力(ノ—ス•フXイスのSEROW/6万 

40-00円/:n —ルドウィン C03. 465.5 

とにかくダウンパ—力が1$れば、どん 
なにひどい寒さでもこたえないだろう。ウオツ 

チキヤップ(メンズ•ビギ)とセ—夕—のエン 

-トプ—ツ(クラ—クス/2万1C I . 
@.ビームス003.470.3947)のプ 

ウンウHアの区別な， 
i、アウトドアウHア、 

、、あれこれと自由に3 
まあI欞のパズルの> 
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卜というのも、なか 
な滅わい深いね0 

IPEYE 
ップストップ.ナイnンのダウンペスト（ノースフ 

;イス/26,000円/ゴールドウイン）には、白いウール 
のシャツ（バルビッシュ）がいい。パンツはキャメル色 
のコーデュロイ（レノマ)，チxックのウー^マフラー 

(メンズ.ビギ）などで、色彩をおおいに楽しもう。 

固てェ戈ね 現にンス にク込ィ当 ツなる ■ 
定みァ試ださ象•にのまあがんななパパらだズ ■ 

は、ヨみmこえもうァ方たやケ着ツもァに*。2 _ い意Iる象のるのばツの商スンやシ特ツしこ$ 奸 
ら外口こを々だねわシア品ポゾ、ヨにシたのg rh 
ななツとひホろだれヨメを丨丨スンモヨ言夏2 *r 
w出ぅ••り：^mfU.力fが mm ^ 

ず^も しこま冬' ヨ わ世が'えしジャをこレ今リツイ 5 
みとれのいン け界、ばて、ツ、とアとやシル m 
ながたたわ. で中今二いへクフのルてミヨが 
がわシめばラ 'のやユるビをァな界もラン' n 
及かツのスボ こおイI 。Iはツか隈アノのフ 35 
試つクアれ洒タヨ デじシつのメを仕ァK 
したさメパで は落リ丨 ユめヨた連リ中事ツVi 
て，をリIはとなアクI 'ン '中力心¥シy 

こ、沿？ <6 
こツざアデの おがフサ なのs丨かつる人の A 
とシ組ウィな も 'ァンイプ产デつつ '々主 
なヨみタネい しおツジ メテEュてあヨが流 
のン合丨イも ろ互シヱIィ持丨はる丨、にT\ 
だにせウトの いいヨル ジツちテ正。口かな 〇 

教科壽なn■デイネイト(Zは， 

自2身GKIパ—n—デイネイシ—矣切だ。 



ル—の60/40索材のマウンテンパ—力(ノ —スフXイス)に， 
SのセータI (メンズ.ビギ)、チXックのヴィエラのシャツ 

)、グレVI*のツイ—ドのパンツ(ポ5と、わ〇と地味な色 
一口せ。でもこんな¢1!二そ、男のための-の配色といえるん 

(ノ—スフHイス)に、♦フィッシング.ギアでfな才—ビス社のダウンペストは、シh --- I . :.年気になIがこSHンジ芎ダゥンパ—* (ラ！ライオ46 
;tかXルク.タン色のnットン。このHルク.タンとプル—は抜群ン)には、イギリス〇ぼいカシミヤのVネックセーター(パリー/ 

のnントラストを作ってくれ！¢0 n—デュロイのバンッ{セルッテ 3万2000円/*^.伊勢丹«03.352.1111)、パンツ 
ィ)、薄いゥ—ルのチェックのショ—ル(セルッティ)、白いシャツ<バ ttn-デュロイの* (メンズ.ビギ)で、パンド.カラーのシャ 

ルビツシユ)や、タン色のバッグやキヤツプできめた。 ツ <ィン4アウト)、マフラ— (メンズ•ビギ)を組み含せ*。 

本物であることが 
なによりも大切だ。そして、 

それがどこで作られた物でも。 

本物0一士は実に 
よく調和すS 

ものである0 

•質の良い物は 
結果として長もちするから、少々高価であつても得だ*といぅ、 

いかにものイギリス人気質が' この上もないセ—夕—を作りだ 
した。ジ3ンプルのプライドともいえる*ダンヒル*のカシミヤ 

のニット•ウェアがそのいい例だろぅ。あの絶妙の色といい、 
着心地のよさといい、まさに絶品といえる。 

またアメリカ人も、常に物作〇には熱っぽい。ここ数年来の 
ファッションのアメリカ化も、彼らの実用主義や合理主義が、 

ある種の快適さを作り上げたからであろう。つまり本物という 
のは、作り手が熱心に心をこめて作った品物のこと知のだ。 

だから、作られた国がちがつても、その底流は同じなのだ。 
もちろん、ダンヒルのように名の通った店の物でなくても、質 

た本物を 
-だ。要するに' 良い物を見抜く目を持つこ 

とだ。それは生きるためのひとつの財産なのではあるまいか。 
カジュアルな、そして快適な生き方は、街の*らしのひとつ 

の哲学なのだ。生き生きとしたファッシaンこそ望ましいのだ。 
そしてそめには、永逮飽きることのないパ—力やセ—夕 

Iをまず手に入れよぅではないか。 
ここにお見せしたのは、ファッション•ラボの実験のほんの 

一例で、アメリカのワイルドさとmlnッバのシックさを' ち 
ょいと混ぜ合せててみたゎ竹だ。ぁとは諸君のヮ|ドロ|プを、 

いろいろと組み合せてごらんなさい*失敗のなかからこそ、新 
しい物が生まれるわけだから。 



■今までだれ 
も試さなかっ 
たコーディネ 
イトこそ、お 
もしろい 

の組合せてを^つt 
ン色のコントラストが見萄 

ゆくだろう本物中の本物だとい;Iよう 

5てあげよう。赤土色と夕 
(見事なダウンパーカ（ス 
黄色がかったグレイのウ 

—ル.シャツ（メンズ.ビギ）、厚手のウール. 
パンツ（メンズ.ビギ)。これでもう寒さなぞへ 
いちゃらだ。靴(ひエードのウィングチップ 

(リーガル〉、このラバー.ソールが、街の暮ら 
しにびった*)というわけだ•フィッシングキャ 
ップ（スポーツ-トレイン）もなんとなく似合 

シャツ（ポロ）、そしてウールで作ゥたストラ 
イブの力一-:ンター/ぐ^ツ（イン4アウト）、 
それにクレッター.シューズ（ドロミテ）とい 
うこの組封も、ワイノレト••シックの冥舞頂だ， 
フォーマルだ、いやカジュアルだというのでは 
なく、そのどちらもがちよっとした考えかたに 
よ，ていろいろUISびつ#、今までだれもKさ 
なかった、味わい深いイメージをかもしだして 









テザインが 
——hイラ 

0 圈 iLL選^ンのベルトは 
ンに魅せられて、もぅ1$ 

こいつの世話にな〇っぱなし 

で' このペインタ—パンツ、 
Tはりアメリカものがとどめ。 

•*にしろ生まれ育ったのがアメ 
Pんね。当然、ワークウ 

丈。鞋くて丈夫なキ 
ヤンパス地は洗ぅほ 

どに味が出るゾ。こ 
れも魅力のひとつだ 

80年87号にて、微 
iigsにべvンタ—パ 

ンツをしたので 

もちろん、いまだに気に入〇 
でiのこのペルト、本；usでは 

27号に登場fかたも' いろ 
いろと実験してみたが、やつぱ 

しいたずらせずストレ—卜なの 
がいちばん。 

また、年季が入つてますねの 
ィメ—ジを与えるペルトも見る 

が、ほとんどが汚れだ。布製だ 
からして、まめな1.をオスス 

メしたい。 
一のペルト最大の娃力はシン 

ブルといぅことにつきる。2つ- 
の リングと強力布地で、 実に頑 

カウチンが気になります 
カウチン•インティアンの手にな 

る％ —夕—、そぅカウチン.セ—ダ 
•■もや〇ました*本場パンク-バ— 

に乗り込んでの取材は30号の <もぅ 
ひと0の西海岸> でした。 

未脱脂だから雨に濡れても毛糸の 
表面から-になつてしたたり落ちち 









odidas is sports sports is adidas 
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山崎正夫さんが『ポ。ハイ』のために 
初めてスポ—ツ•イラストレ—シヨン 

を描いてくれたのがこれである。その後 
I、テニスと続々描いてくれた。 

、にくし- はク吡テるだ前，.ぅ 
. もかふ少ボ とツ合、とのに卜も ズ でるのので •二|务ををるめス、。 

ハ is?frHnH^ 
-る〇イラすをたツるラがとのダる 

ィべのホウにルしフいバとをすI 
ホニ着1ESS 
ズトの口 、る卜にのなr/:すラにて* 

y—-(-.:fg^';--:^r<sl 
フー 

ンV 
ワホ 



_ ;—心 BestofPOPEYE 
\ ; t Tips For snATEfiOAAD Heeshjling 

義参、^% 

十分な前違スピードとともに、ポーダーはどちら 
かの足をボードの前粬と後輪の中間に置き、そのま 
まいっぱいに曲げて宪±にしゃがみ二んだポジシ3 



足タイル部門マ 
yクといえる。 
じ赖て激I: 
ドのサイドをて 

足走行のとi 
塞え、両手- 
紐!立に移ぶ 

r入％わけだ。 
テ方向に！**4UA 
なお再三；谢 





ハンド•スタンドの状艦のまま進行していき、 
足を蹴》}上げて、その反動て•ハンド•スタンド.ホ 
イーリーの0をとる。足をセンター以上に前に 
出して、後ろの手を回転軸として回転を始める= 
このとき左手、つまり地ffiから浮いているほうの 
手で引っぱるようにすることだ。そして体全体が 
後ろに倒れようとする力を利用することがコツな 
のだ。 
私的31る限りでこのテクニックを駆使できるの 

は、アメリカのラス.ハウェルぐらいのものだろ 
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日本の大学がひどいのは誰でも知っている。70 
受験勉強が本当の勉強とは_のないものだ 

ということも知つている。なのに何故みんな 
日本の大学にしがみつこうとしているのか。 

日本の大学一^^れは何なのか。 
勉強するところでもないし、楽 

しく遊べ«ところでもない。た 
だ社会に出るまでの猶予期mな 

んて、$はなんの*^もない。 
みんな、そのもないものを手 

に人れるために4年m大学に通 
うわけだ。それから大学に入る 

までの®^強も、勉強という 
名はついているけど、$は勉 

強というものとないのだ。 
そんなことは今さら言うまで 

もないことだ。雄でも知ってい 
る。ただ、-KH-とかi.…11 

バカらしいと§_ 
ダと流されるのが 

Jか受が 
■して、グダグ 

_番つまら& 

狭んでもらえばわかるけど、ア 
メリカの大学はMかれた-な 

のだ。みんなよくiし、よく 
遊ぶ。日本でグダグダしていな 

いでアメリカの大学に行ってみ 

とむ 
1、まずT 

OWFLアス， 
やつて拿'9 

まず72ベ—ジをめ<つてTo 
EFLの！|3*テストをやってみ 

よう。アンダ—ラインが引かれ 
ているところで英語としてEW 

つている部分を見つける* 

5% ^1 

Beofpo 

どのくらいで*0ただろうか7. 
できなかったからといって、絶 

望して投げ出すのはまだ早い。 
これi初にやってもらった 

のは、アメリカのいい大学に入 
るのはそんな簡単なことではな 

いということを知ってもらいた 
かったからだ。ゥソを窨いて安 

易な夢を与えたくないからだ。 
現実から出発したいからだ。 

アメリカの大学には、 
H者に英語能カテスト(このT 

OEFLもその1つ)を受けさ 
せて、その成績にょって入 

許可するかしないかを決めると 
ころと、英語能カテスト4け 

ることを要？るけど' それは 
入学後C英鼯教育をどのくらい 

受けさせるかのfに使うとこ 
ろと、入学してから英_カテ 

ストを受けさせるところ、とい 
うょうにいろんなところがある* 

ただ共通しているのは、この英 
路能カテストがどこの大学でも 

S要な意味を持つていることだ。i 
アメリカの大学の使うi能 

カテストにはいく〇かあるけど 

1#ポビユラ 
I•二れは二 

ユ—ジャージ 
I州Sプリン 

ストン大学の 
Eduoational 

8の発行して 
5EST OF 

ENGLISH ACO 
A FOREIGN 

LAZOCAGEJ 
のこと。頭文字を取つて► 

FLと呼んでいる。 

700点で满点/ 

もつとも今やつてもらつた72 
ベ—ジのテストはそのTOEF 

Lの11911{テスト。当然本物ではな 
いわけ。本物のテストのE*は 

{で TOEF 
当日にならな；： 

TOEF-WJE 
Lのaa{テス 

:いくつか么 
思は Barron.s 

Eduoational 
Series Inc. 

の問麗を使 

洋窨屋に行け 
ば手に入る。 

は英語のMき 
取り、嫌む力' 

文の！^SIに対 
する理解力を 

テストする。 
麗(1200 

初の n 
«5〇2^0 

…当然 るの： 

T 〇 E F Lik*UK けた日-^< の 
平均点は4 7 〇点ぐらいだそぅ 

だ。よくできる人で620点ぐ 
らい。最初400点ぐらいでも、 

勉強さえすれぱ上つていく。そ 
れはどのテストでもRじ* 

ハワV+C学の東西センタ—で 
勉強したければSOO点以上取 

らないと無理だし、UCサンタ 
クル—ズ校は少-H* くて600 

点以上取らなくてはだめだ。 
このテストは1年閜に4回、 

世界各国で一斉におこなわれる。 
一際^一^大 

一教S議会 
日本では、—のi 

半、上替-KIK英語社 

画 

でなくて、現に英Sを 
使つているときのよぅ 

に'*WH-いスピIドで 
次から次へとわかる力 

がなくてはダメ。 
|は§までの找 

業がちやんとしていれ 
ぱいいのだけど、片寄 

つているから' §で 

TOEFLの日產 
の解脱害が英潮社とい 

う出！から出ている。 
それを嫌んで自分の英語の— 

の計面を立てることもできる。 

，力の大学につぃ 
?る必要がある。 

いてわかり一 
だけどやっぱり自分で歩いて 

1に当らないとダメ。他力本 
顆でなく—でHベた方がいい。 

日本でアメリカの大学につい 
ての*catが集まつていて、相談 

一ろは、まず 
のJust—める■一 

屋さんに行けば、の本iにのつてくれると- 
がたくさん充られ ていて、 そう i 千代田区永田 BJ の山 

いうのを嫌めばだいたいわかる..0.ビルにある在日合< 
『ポパイjが集めたそうい*の. 

なかでは大店から出てい ここにはちゃんと8 



満足感。 
あらゆる大地を知りつaている 

nylon mesh jogging 
デザ< ンと棰能。2つのテーマが見事{こ調和した 
侍望のスポーツシューズ。賸くたびに、 

，フレッシュなスポーツ心を满/こしてくれ6でしよラ0 

nylon mesh tennis 
テニスはフットワーク0激しい動きに応え诫かな 
技術が、t咳ブレーヤーの注0を集めています> 

HUa/ar^ 
輪入元♦東邦ゴム株式会社 東文京区;•島3-«-6TEL(03>«32H)l3l 

ての専任のカウンセラ—がいま 
す。そのほか上智大学にも| 

相談の事務所があ•&けど、二れ 
は上智のfのためのもの。 

これ以外にも商充として留学 
相«をやつていると二ろ、88^. 

あつせんをやつてい*ところが 

■ジェネラルカタ 
ログを見れ穿の 

大学の輪郭はだい 
たぃつかS 

<*1*にあるアメン•センタ 
Iとアメリカにも、カウ 

ンセラーはいないけどやは〇ア 
I メリカの大学にnする 

羼がある。 
だいたい大学の量 

がっぃたら、その大学 
-mk に直接手紙を出して資 

■料を送ってもらぅ。外 
■国人f向けの•ハンフ 
ーレットと大学のジェネ 
|ラルカタログを送つ 
jてもらえば、その$ 
|について大体のことは 

;に同t#する心要があ 

厂2年制大学もぃぃ」 

アメリカの大学に入るfH 
4年Mの大学ばかりねらぅこと 

はない• nミュ-1ティ•カレッ 
ジとかジュニア•カレッジと呼 

ばれている、2年制の 
大•ねらぅのもいい。 

2年制の大学はf数 
も数百人からせいぜい 

1000人ち1つとぐ 
らいで日$の1も 

少ない。アメリカの小 
さな町の生活を知るこ 

とができるし、日-^ 
が少なければ英語の勉 

强も_する。その上 
やっぱり入学の条件が 

ゆるいのだ• 
有名な4年制の大学 

に入ってがんばって辛 
業す6というのでなか 

つたら、2年制の大学 
で英語を学び、アメリ 

力を知るというのもい 

i大学付Mの英語Sセンタ—に. 
i入るといい。大きな大学はたい\ 

!ていこの英語fセンタ—爲\ 
て、これは人学は® 

い考えだ。 
あるいは、> 

?の気になれば一 
アメリカの大学に 

人るの¥んなに 
ムズヵVなぃ 

英語をi命に§して' 
アメリカのどこかの大学に入れ 

るぐらいになるというのは、そ 
んなにむずかLいことではない。 

ffl単なことではないけど、やろ 
うとJBつてできない二とではな 

いだろう。 
アメリカの大学は、だいたい 

年m4000〜7000ドルぐ. 
らいかかるのだけど、その金額 

も円xの現在' そんなにKくべ 
き#^でもない。 

アメリカの大学に行ってみよ 
うなどということは'20年以上 

前は篇なことがないかぎり、 
思いもつかないことだった*10 

年ほど前だつて、<-7ほど条件が 
揃っていたわけではない*今、ア 

メリカの-KII•に行ってみようか 
と思つている人は、10年、20年 

前の人mにくらべれば、ずつと 
有利な条件の中にいるのだ。そ 

れを利用しない一 

日本でグダグダLていても、つ 
まらないじやないか。®な条 

件を利用すべきg 
ただ日$は、？s®に出ると 

またすぐ士で徒党を組 
んだりす*。 

日本は—で' 日^<は長い 
閛そこに住みつづけているので、 

日本の文化の中に3J!®で*す方 
法が十分に窨—まれていない 

のだ•だからjJS®に出たとき、 
ひ VM-- 

その反5 
以上H 

もつと麻由な新しい日^-<と 
してアメリカの大学に入りたい 

ものだ。*orアメリカの$ 
に行っても日$だけでグルー 

を、よく 見か 

.閉錶的な—を作つたり、 
一対に、^一の^^に必要 

一钂びた〇する。 

に行っても日だは 
プを作っているのを、 

ける。食堂でもいっしよ、部屋 
もい{'しよ、パ—ティもい0し 

よ、そして、いつも日をし 
やべっている。アメリカ人の友 

遑は、だからほとんどできな 
い。そういう日^-<の1がか 

なりいるのだ。 
そんなことじやアメリカの大 

学に行つた*^はない。 

^パイjが—取材したテキ 
サス大学才—スチン校とコロラ 

ド州立大学、カリフオルニア大学 

サンタクル—X校の住所は次の 
-お〇。この#パイjの大 

集を嫌んでこれらの大学に興味 
を持つたら、大学のAdmission 

offlsあてに當奮為#man 
を入れた手紙^#けば、ジHネ 

ラルカタログその他の*escを送 
つて<れるttずだ。 

•UNKERSIfY OF TEXAS 
AT. AcsnN\AstinHexa3 

80L0RAD0 STATECZIVE. 
3)SITY\F0rt C0II5-®0010s. 
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Zm KB® 
ひとつ腕だめしをしてみよう。 

:ても誰にも怒られない 
，ら気楽にやれm、い。でも 
.I、し⑽だ。 

成績が悪ぐ 
のだから気… 
ケッコウむ仰 

前ページで脱明したように、TO ; siontつi 
oSI SB ■ eflにはさまざまな角度から雜力；現力をた< 

‘ Jを«ベる棚があるけれど、これは；各問にァ: 
'Sti^cture and Written Expres-:の単思(A 

(§r~ To'TdT 

样度と表i 口まで.--.. 
•ためす問題だ。やり方は簡単。！雄に入ってはおかい、単思が入っ 
:アンダーラインを引いた4つ；ている。そのJB号をマークすること。 

Wは1盼、各問1OT均だ。 八~0)がある〇このAから； 急 
16. Interest 

1aT~ ~~(bT~ 1cT~ 

20. The plants that they belong to the family of ferns arc 

(D) 

19. Although his lawyer felt very badly about the verdict. » 

ng lo the femily of ferns are quite varied in i 

22. A»>(A， 

ts that they belong 

e advised hir 
"(cT 

(D) 

(A) ~(B) (C) 757 

1a7 • 8 

I. Regardless of： 
~(Aw¬ 

aking word 
(D) 

ay75rsm，"ch"dre" 

(A) y (B) (C) 

should be for ihe students to pradioe 

^■PPKl6.(C) I7.(D) 18.(0) 19.(B) 20.(A) 21.(A) 22.00 23.(C) 24.(B) 25.(A) 26.(B) 27.(0) 28.(0 i9.(C) 30.(A) 31.(0) 32.(A) 33.(0 
■署^!どう、觸できたかな。もちろん：んな少量^♦的な播力のm■は下せないけれど、-*^a安Cttな*• TOEFLは700点JWだから、二こに出した taてみると、JEW1WJCついて！®as* *って*たと；ItfUCSCのようにTOEFLT600点以上大学に入学tるUtt、最»明(*^»ていなVとダメなのだ• 

TOEFLの模擬Xストで実力をためしてみA5。 



ALONGVACAT+ON 

Utptvudly pnsent EMi Okaki fmn 
rナイアガラjレーベルの生んだ名鐘7アル八A。CSS•ソニーから，4月1日一_に発売/ 
■SONGS/SUGAR BABE ■ NIAGARA MOON/大淹詠一 _NIAGARA TRIANGLE VoU /山下達郎•伊藤銀次•大淹抹一 
■GO/GO/NIAGARA/大邃詠一■ナイアガラCMスペシャルVol.l second issueBNIAGARA CALENDAR 大淹詠一^NIAGARA FALL STARS 

—CBS.ソニーて^二!一•歌■曲‘ってt必人 
衣めしてください。■月に1•市.ソニー: y電B#号•学校名•料•好きなァー5Vスト祐<■••、て，どして<ださい•■钃 

〒162新宿区市ヶS田《n-4㈱CBS•ソニー齄充促！郎With事#馬PE保003(261 





/トラクシヨン 
•特別展示戦艦大和東宝「連合艦隊」ょり 

• F M東京公開録音25S12時〜1時30分 
ゲスト野口五郎•桜田淳子27幽1時\3時參石野真子28出1時\3時 

•あらんどろん&'81新作水着シヨ—28出11時\2時、29(0)1時\3時15分 

一東京国際ボIトショI 

#1 
東京•晴海3月25日g〜29日⑻ 

開場時間#loam.〜6陴(ただし25日はllaJLから29日は5p«-f )入場料豐般500円\高校生以下無料 
無料送迎バス#9aln.〜5f M駅北口(丸ノ内)ょり会場へ直行主催•社団法人日本舟艇工業会後援♦運輸省 



happy lOOvh progeny 
バーン/お好みLP500枚 

プレゼントなのだ0 

チケット/エリック• 

111 
•シアター/スティク 
AMP-28022)賊 

fクスのライヴBoア 
ジッタのだ 







ステイービー.ワンダ_ 

ホッター•ザン•ジュライ 

fcッ(•シングル疑惑 
♦VIPX-ISW ¥700參2A5日K光 

xx-r-e—7>^- 
来日公演スケジュール 
S/M=東京音楽祭世界大金 

めくるめ〈「愛の瞬間」が 

いま訪れる…… 
東京音楽祭エントリー出演 
IンH;-曲微笑と涙 
•VIPX-IM2 ¥700春2A2I日ft売 

ジヤ•メイン•ジヤクソン/愛の瞬間 

79 

hoppv loot h^orG0S め 



►カタログをご希望の方はハガキにご住所.お名 
をご記入のうえ、〒100~91寒京中央#便局私書箱: 
㈱«部時計店LS’81係までお申し込みください。 

•デジタルで基本時計とカレンダー。液晶 
W アナログでく秒〉を鮮やか表示のき^參内周で 

く分〉、外周でく秒〉。残り時Wがひと目でわかる夕で？= 
くセット時問卜60分> •ビツーと鳴〇て、液晶アナログがいつせい 

に点滅。見ごたえも充分のアラーム•デジタルで日本時間。液晶アナ 
ログで外国時問。海外旅行などに活躍。デュァルタイム料秒計測. 漸★発★売* 
1?眭M肝-：¢5アナログはくるっと1秒間でひとまわり。ストップウオッチ 
•①、②は10気圧防水.水中でのストップウオツチ橾作蚵能•③は日常 
生活用防水•内部照明ライトつき•精度月差土15秒以内（常温)春電池 
寿命約2年。なおあらかじめ時計にセットされてい6電池は、機能•性能を 
チェックするためのモニター用電池參電池寿命切れ予告機能つき•液晶 
表示板寿命約7年參報時機能つき參12時間制*24時閏制切換機能つき 





Voice of Alfa 
スプリング•ハズ•カム/春だ、春だ。キャンパスにも春がきて、新入生もドツ 
ときて、新カップルもワッヒできる春がきた。入学式にやってくるビチピチ 
ギャルに、つい、目がいって、あの娘にしよか、この娘にしよか、と胸はず 
ませる春が■きた。おっと、YMOもやってきた。アルファにも春力<やってきた。 

BGM/イエロー•マジック.?Mrストラ 
•ALR-280_S/BALC-28014/各 ¥2,800/好評舞売中 
YMO自身と、もうレコードを驄いた人だけが知っているその中味。その他の人に教えら 
れることは曲名だけ。<FACE1> 1.BALLET/バレエ2.MUS1C PLANV音楽の計函3.RAP 
PHEN0MENVラップ現象4JIAPPY ENWハッピー•エンド5.1000 KNIYES^千のナイフ 
<FACE T> LCUE/キュー1UT/ユー•テぐ-aCAMOUFLAGE/於フラ-ジ^ iMASS^マス 
5.L00M/来るべきもの……少しはその中味が想像できただろうか。 

ラヴ•ライト/横倉裕 
3/备 ¥2,800/好 W* 

8年前に渡米*アメリカで着実に人気を得ている横食裕〇 2年前に日本で発表したデビ 
ューLPが、输出されて評判となり、遂にアメリカ発売されることになった。このLPがき 

•かけとなって、ヒ〇シマ等が技き、米フュージaン•シーンに和楽器を使用したひと 
:したといわれている、まさに記念^べきLPだ。日本Tも新ジ竹ット、 

スティーヴ•ガット等参加0 

，いう■に会場全体がディスコに**を 
Air.そ©パ*7*-.その熱気，その典奮にあてら 
れて.lばら《社全復蟠で，なかった人もぃた一 
tいう伝aを生んだが、果たして.今回のステー 

シルをした :いる、まさに 
•グル"•シンi 

ときめきの時(rぬ/ビリーアンド•ビ十ズ 
•ULR-2800l/¥2.800/4flSB«* 屋rigyiSg：BJ.• BWJHO：六本木ビット.イン| 
ブルース•ブ初ジェタト、nツド•スチュワート、ウオーレン•ゼボン等々….メンバーの 
キャリアにこんなビッグ•ネームが統々でてくるという凄いバンドが登場Iた。しかも 
あのジェフ•パクスターがブ〇デュース&ステイール•ギターを担当〇早くも’81年Nal 
ニュー•グルーブの呼び声が高い。このL.A.Oキシーでのライヴ想を聽くと、いきなり 
第10回柬京音楽祭でその生のブレイを見られるなんて、，ツイてる*のひと言だ• 

幻想の美学/アリ•トムソン 
デビューLPから「恋はリズムにのってjをいきなり全米チヤートに送りこんだアリ 
ソン。昨年末ブ〇モーションで来日した際Aそのシティ.ボーイ想覚溢れる甘いル'ククス 
とシビアーな音楽センスを見せつけていったが、今、またまた索晴しいニューLPが届いた。 
さ迷うIHfというニュアンスもあった前ら、アリ自身の成長を示すように、よりア 
ダルトな音楽世界を展開。ちょっと酸っぱいアダルト•ミュージックi：いった爽やかさ。 

:ナんじの春がいっぱい/大村憲司もういちど/ピリ-•アンド•ビ-夕-ズ 
....JB Tjj #ALR-728/V700/ 好ff»売中 •ULR-70l/V7«l/»llMHB+ .I B fl；| 參ALR-72J/¥700/好肝》売中 
* 我が〜ツはシャドウズにあり、 

4彼等の大fcツト曲をリメイク•才-ルドなエレ; 
通少年も、ナウなギタ-•‘ィも.猶ってごき| 

んになるこれr,’8i年板•けんじの*い 
• yvaBtjn>.だ，ポク;ぶなら，このifc 

遠い日のときめき/桐ヶ谷仁 
參ALR-729/¥700/好許费売中 

^グリaa-^ルトのCFから流れて < るあの歌一 
tぃえば*ハッtするはず，仁ならではのナイー 
ヴなが， 美い，メロデ4にのって伝わって< 
6,—度耳！:したら.ずっと_©中にとどめてお 

Jきた< な4、そん-•シング^ 

•ル•ジヤクソン》ジWT-ジ^/9ン、プX* 
クインシデスした 

アーナイスト4r»«fたら、オーかスタ—#4H: 
的レコート奶 -ま％そのJ*が久々 

|»をお楽しみに•で、 

一一 

t«二お伝えしたカシオペアのアメリカ鋒音二 
J*が、いよいよ4月MB充充予定•タイ！•ル 
•イズ•オプ•マインド』•ハービー•メイyj 
/•ジェームスの二人が.カシオペアをどう科 

1J1Lているか，典味漳々Iいうところ.t !：*»<. 
力JWiにftかって一歩を黯み出した被等に 

«1»*鑤9のブレ 
•全8縱»コンサートを行なう•スク 

4月27日•SB*®!?金ホール、4 
•太R荸生年金中ホール、4B30B -東京厚生年 
金会館. 5月2 B •機浜市民ホール、S月4日• 
礼帳市民会鍾• Hい合せ03-405*0373 

ンサー!4 B •札惺市民会*•期い合せ01卜 
271-3805. 5月20B •名古蜃市民会鐺中ホール_ 
Mい含せ052-962-0511、5月WB •大》卿重会館 

合せ0#*344-0412、5H29B •柬京*谷公会 
b'^«03>499-0： 

うひtつ©3ン幸_ 
デビューした话麵のパ 

東京、大阪.京鼠広ft,榼M，II本」 
油台の备嫱でライブの予定です•（SN■は未定J 
■あの武道ttのでちにさせてしま_ 
ったボ!》ス，その*道雌ライヴが•なんとテレビ 
で見られる•オン.エアーされるのは，NHKの 
•ヤングジッタ•シ碧ウ_« 4月5BW6:00- 
S：40U.何があってfcテレビのfflfr離れ6な• 
■クインシー.ジ■ーンズのニューLPtt, 4H1 
B«光予定•タイトルは1"THE DUDEj(K). 
■坂本龍一の1"BJUNITjに艫 <ソ*>1^が. 4月 

ド、タキオンがいよいi 

t 本.* 

■お«び. 3月日»充予定だった夕そ!*の1■夕 
モリ3-馥後日本歌雄史j U.事情によ<»，»光 
はftMK期とな»ま1た， 



小さなEWほど 
液麵ができない： 

は 
4 

d 
面白い纏交キユッと凝縮、どつさりのアィテムで構成す一 

るのが『ポパィ』。だから1ベージに2つも3つもお馨詰 
め込んじやぅ。そこで、ぎゆぅ詰め話の《ベスト•オブ•ポパ 

ィ》。なつかしき増刊号からも面白_f出しましたぞ。 

カツトオフ.ジ—ンズの 
奪んとした作り方0 

®ジ—ンズをs 夏の代表ウHアのひと 
つ、カットオフ.ジ—ン 

ズ。ポロポロに白くなつ 
た生地の色と真つ黑な足 

が好i、実にいい感じ 
なのだ。で、このカット 

オフの作り方をmsに 
紹介してみよぅ。 

さあ、ボロボPのジー 
ンズと ハサミ、 定規そし 

て目SKのペンを揃えて 
おくれ。文中の番号はィ 

ラストの説明も兼ねてい 
るから$にしてほしい。 

ずジ—ンズをはき、 
鏡の前に立ち、好みの長 

-ける。最初 -に目つけ* 
一長めにしてお： 

鏡に映してみる。②で切った裾 
を腿にあて上下にずらし、気に 

入った長さを見つける。こぅし 
ないとキマリ/つて長さがな 

かなか分らないものだ。①でや 
やSめにマ—クをつけ、©でと 

りあえV?つてみるつてことは 
-のですぞ。 

④さてさてビツタリの長さが決 
つたらマ—クをつけ、.ジ—ンズ 

を脱ぎます。わきの縫い目に垂 
直に定規をあて、1本マ—ク線 

慎霊に、 
重に…：.. 

⑤次にジ 
ンズを図の 

ょぅに二つ 
折りにし、 

切〇た足を 
上にします？ 

そして上の 
足の切り口 

に合せ、下I 
の足を正確I 

にカット-' 

リです。一 
とはガ 

ンガン$ 
すればOK。 

切った据も 
慕な感じ 

でほぐれて 

ぃ嫌糸が出-T 
いい感じだ。 

馨警出しま_ 

1 1i 

国f 
/くるようになると 

トライ• Vツト^; 



「マ^-キングのしてないスポーツウエアなんて、顔のなt、人間みた!《、なもの」じ、うの 

が、アメリカン•スポーツウエアの常識。試みに、.きみのスポーツチームの、クラ 

フめ、同好会のマスコット•マークをデザ^ンU：みないか。イラストを描ぐ色を 

つける…何色でも。で、出来上がったマークを、ユニフォームに寸分違わぬイ 

メージでプリントじCくれるのが、チャンピオンプロタ>ツのCMSマーキング•シ 

ステム。アメリカのスポーツ界の顔づくりを60余年手がけてきた伝統の手法た'; 

まちがってはいけない。本物だけが、きみのスポーツライフを本物にするのた'; 
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•カウポーイプーッは、大西部SLにで 

theSkiBoy 

カウ7IWブーツを 
ウェスタンぼく 

はぃてはィヵンです0 

臟麵■ミm念繁衮ギ冬 

irjr.m 
-vHf ^ 

^なラ日い。う丈 

"ごはがはニクつ I 
と作な優作•衣ブ、ク くシは美どが夕ち街なクヨツカ プは剛も踏業い先業;2 I大プ 

のョじしうなにににんタレはウだI 、健のみ靴。しとボツ切I でンめくせいす•は住だもヨ泥ボかツまなだ込。りていLすなツ 
すとて。は。るヨむけのレだIら決さそしむ独りいうイなプに 。結フこくそ必レポれがのらイ本定にの、た特しるよプわI卜 
びァこなこ然-クど本クけブ莱版男作質めのき風りIちツド 
つツでらで性クた '物夕'I 'だのり実のス大だイツ作をメ 

2エ丨トッせアツし丨（： 
8ラ7ニパてンカまツ茏 
マ万Iでしのッうな才 
ド9 .迫まシトこん*.一 
kOラつうャにとだしう。うょなしたとれつし的 只〇マて。ツ思だとま 'ますういたとなぱてま' 
03 〇〆みアやい0考う大あ〇 。のがこる' 、うは :円3るメジつ色えこ西、‘一——，3*L。* 
4」万のリャきの、と部そ 
? J 8でカケり落思。なん 

:•い/ワな•たナ飞靴と gすバエんか卜いといと 
こぎゥスから考てはうこ 
るて夕にとえ伸かヤろ 

> 。みンすいてなツが 

つろ3ま上。きイ=ガ 
てでどん下力こンモI 
'伴んまジウながい1 
どSな二丨ボす異て二 うがにセン丨のない| 
に邋ガ.ズイにつる•: 

Hie Tennis Boy 

スーパーのカゴがいつちやん便利0 
デばッの れた丨 1いい 
ザよトヨがもいルそなけ。テ 
イいで力、のわのこどれダニ 
ンわ使優そがけ数でのどブス 
美けつれん!3でと'基、ルは しでてもな®あなこ本たスや 
一!5|u!m，- 

WfiySh^peUp? キミはいくつ 
知っている。 

mmu 
すモ思ね人aどのぱ 
if “以Iこ、 勖太し はまくのん 
um:如 れたらでなだん室体 
ばいおはころてにモ 

わ1ての°どはた_ 

だgi?シいそインJあモ 

暗らッアつ今プ中檐埋に 
n说ボ^零謹望 

ねてやてりモとお。大も 
。いないもモいく位睡の 
るいる、のうとg二だ 
考し。2说，名I? 
にか、四をだ切称，< も 'ink 



' ■ oあった！100ドル札-この札を兄るのは何年ぶりだ 
へろう。思わずセキが出た。それで終りだった。夜警は 

••箱にヒートシール、12公人*), スニーカーをはいていた。コデツクせきどめはノド 
にサツと溶ける顆粒状。さわやかな香りと甘味が、いっぱいにひろがりま1*。せきがしずまる。 
ノドがすっきりする。たんの切れがスムーズになる。鎮咳去たん剤。12包、980円。M邪の諸 
症状の緩和にくコデツク錠〉を。これらの医薬品は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使い下さい。 





この春、余裕の 
アメリカ気質 〇 
久しぶりに友の顔を見た。夕暮れの街角を 

ゆっ◊りとした足どりで、こちらに向かってくる男。 
精悍な顔が一瞬の間、僕を見つめ、「へーイ』 

と声をかけてきた0後はどちらからともなく握手 

と笑う声、そじCお互いの肩をたたく音。ここ 

から3ブロック先のオフイスにいSといラ。 

その夜は懐かしい顔とペリエt、とりとめのな 
い話題で時間を*した。Tシャッにジャケット 
をはおっただけの気取りのなさ比いまも変っ 

ていない。明気でフランクな彼にはマックレガ 

一がよく似合う。魅力のある男に比さわやか 
なコロンの香りとともにカジュアルを着る。 

wmmR. 
GOOD AMERICAN SPIRIT. 

ニチ^O衣料株式会社 
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闕響__論 
1111111111Ijf 

IfnllHdl! ^2 
卜-パ1rs ド:;t、k 1»2 

rifpi 
f mi ii しな立i回なぐた 

Tips for City Boy 

国際電話が 
かけられなくては 

いけない。 

mm iisif i imm!_!_!頭 
^11^ i:sr 1 

繼_顏__1?!11闊 
iill! iiifflMjjsii 



AKAI 
カセットデンキは新しい時代に突入したo 
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£*^は10、中央2、 
«1〇1列に艟ぶ*Wは X 2X1=20、10,648«• 
».このE5IJ.確串は外 らわからない 

e ‘ A 

TrTr~T 

50fS 

lOOfS 

1,648回やった場含の出目の敷规、部 
2X17 X20=680 [1,360 

10Aのうち8人が 
■ない財⑽だ。 

bib f .〆-マご：ri目表示.ハ*車に.；&#がつ，.I ♦コイン入れJfcコップ。*るで/くチンコね I 

m 

flliili 
JLi て、天! 

95る3マやfマ 
蟹？れ 
列5出” 

in 而ょ百。穴こ、 
%う種グリは 

でてはおストめと配 
セあ損客べのるの力列 

•• * •10ガ配。パ'• • 
人ス列エラ のでを場ン 

181111iiitii 
|る確、るの図 り。上セら均納か確のつ 

-m mmm\ 

3列のマークシートのそれぞれに、どの給がいくつあるかで、出る、出ないtt•决つてし 
まう。さて、出目が全部出たとして支払われ*額は（1回1ドルとLて)*»1〇,〇62ドル、 
94.49だ•ところが出目が全»U6IWは10,648^2,078、なんと技5»6だ 

力回も10約率金4つなA 0だ1並確用だ13つ7る6る。 ジやし人5に '8いるR0か万べ率す3万率しなわ4 ° 
ノ •つなの.なつドて。のドら6ばはる仮6はかんけ旦つ 
§5がち％ 0り使*)るだが20 8总万し18 Xいの、りり 

.尸一9を逆94っ '計けBX回い6て回分1かはたの、 
け計人傭に.て辞算でA 50やは4 B 、のXら各と提22 

:1しいば7 62る目•入Bド20。のがルか1、み卜 'デX 
:万なる力％ドとするA i回つ20 3硬な 合に7 
•» 6いわジのル1ベこR II出ま、つ货いなさ1. 結4^け/回の万てと.1るりも描をわんれつ7ら 
罵8得。は収返6ににBOO 、しう使けとるず•れ 

じの式るレ式 なとンモプ でが、のンリハのロデノや 
スアしはジツハでので塞才 
キイか化.プ 'す中の器レ 

Iデも粧ククな。でど这ン 
場ィ本品ラリん はがプジ 
でア物メツIて セかラ• 

rheSIciBoy 

あなた、と0Kが 
%liYi お気に入り？ 

奔ボまカユじは ンいチラ 柠ンつ丨のゃ真 ナたッッ 
。ネたの味。つ ッらクシ 日べくボがち赤プひでュ-胃 
本ル同ンすゃな 味と首なリ？ に久じネるあウ やかかん力_ 
も々色べ 'んソオじらかに■ 

しヒゴ大卒プは ジシら 
てッを型舍ン大味ユゎ 
ほ卜使の。ナ型 'ワる、-, 
しとつぶ作ッぶ気I式すプ！ 

t;ノゲバ1 
あ感るげい才げ « レれッ 



Stjie with Pro Spirit! 
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i-rarilLliliJ ば，エミパ::::ゴ- 1し1^‘】'I J ■•11 ^ ■ »mi;> ».： : .••«»••»•> -«*«C •.♦.••»» Tips for City Boy 

あ朝 あ。け丨しねでか日？ gッそいでんう*^朝 
る たをい11すらの 裔卜こもの•だ0てを 

夸 目？ なをんで藉つなフけ。かプンう。と覚は分三KfB 

lll^oi 翁 
tダンスク社のBLTセツト5,600円。朝、 
昼、そしてティータイム用の食器がセツ 
卜になゥています。赤坂/ダンスクC* 
•プラザ内）003-581-7001 
嘴フランス里の食器もすて！ r一 ■ - 

IISmSIoS 
j’nち,/出ぺ“ィ 

南 





fi:陬 

フリースタイルの飛込みを 
大マジメで競い合う0 

ih¥hm •タイ /46,500R、4US 用■» I I If H-q 
りクル■セット34.50OR 1J IS J-f- 
>マドレno3.401.9108 >S こ9^y *^D 

はべこッ ンジリタるに なむんにのリ 鳴おな な負擎部ちd 
ずかそクシ小ャIンのし太ししまカエカいらもいリつけちだが胸 

。らあルル« Iにのだな当のろ®ウ場製ま、しちうIて '合っ孟沄 串ざのやバ充のはキがいりァ '部ホで一、てゃちだい否いた.供輝 
ビ異 i I値ぼ出のIキで、ぶラまろ大ムとつ•ブれでたこ•スカI 味つス <D 

つにで必；光ちウンァ大感大のななそジア部て たとあ要°つゃX •クウ心西だいくれI メはい 
のつつ欠こたうスレセェが部’詹てもンリアた 
だてたくれバ タンサスあ風 こ、まズカメ 





f SKIROY 
なければスT2手にな装い。で、 

theskooy 

アラスカiと <と味t)0。 
「§しないヤツはスキ—をして 

いないのと同じだ」とスキ—学校 
の先生もいぅくらいで、転ばない 

人は進歩も遅いし、スキ—を$ 
に楽しんでいるとはいえない。 

とはいっても好んで転ぶわけで 
もないし、ア—アこれから転ぶか 

な、どぅかな、なんてのんびり転 
ぶわけでもない。急に思いがけず 

転ぶのがIBSで、つまりケガしや 
すいわけだけど、スキ—のぅまい 

人は転び方も実にあざやか。また 
転んでもすぐ起きちゃぅし、すぐ 

に滑り始めてしまぅ。ではケガせ 
ずに、しかも合理的に転ぶテク11 

ツクを58^しよう。 
©0、初心者のぅちはこんな転 

ぴ方ばかりだろぅが' $中でI 
番肉厚なおしりでショックを吸収 

すること、腕は上げ、8の中に入 
れてはいけない。もちろん足は揃 

えたまま、ちやんとするまで 
動かしてはいけない。 

©©、ゆるい斜面でのと 
きに尻^*ついたら、そのままの 

で足を揃えてふり上げ' 谷側 
に板—く。そのまま起き上れば、 

すぐに滑り出せるょ。 
⑤、前に倒れるときは腕を抱え 

込んで横に倒れるょぅにする。そ 
ぅすればショックを屑や腕の上部 

の柔らかい部分で吸収できる。当 
然、スキ—.はグルリと宙を1回転 

するわけだが、⑥のょぅに；4^に 
もっていかないとズルズル滑りっ 

ばなしで止らないょ。これはどん 
な転び方のときでも共WT必ずス 

キ—をIにもつていくことだ。 
⑦46300で転んだときはどぅ 

すればいいか、つまり転んだ後の 
話だ。まず板は谷側に揃える。次に 

座つた**URでボ—ルを山側にまつ 
すて、タイミングを合せて起 

き上れば、ホラ'—にssstの 
フオ—ムになつている。 

©"あとは滑り出せぱいいのさ。 

齧、身体の虔な奪で 
シaツクを吸収すること、そ 

して手•ひじ•膝などの関節 
§を守る二とだ0 

また、§しても止らず、 
滑iちるほどのMならス 

キ—を®にもつていくこと。 
手や腕を曾について身体を動 

かすのは®だ。両足を描え 
てふり上げ、iに降せばい 

いのだ。—にスキ—のエツ 
ジが立ち、ビタリと止る。 

スキ—はスビ—ドと^の 
バランスで成り立つているよ 

うなもの。うまくなるには極 
限に挑んで、そしてどんどん 

転ぼうよ。 

クリスマスの日に、外はI面 
のほんのりかすかに曾 

の光がゲレンデを浮び上らせて 
いる。ロッジの暖炉のそばには 

2人だけ*ろうそくの光U、2 
つの影がひそかに播れている。 

いやがうえにも甘い—気が漂 
つてくるけれど、こんなシチユ 

H—ションにピッタシなのが、ベ 
イクトアラスカ{燃えるアラス 

力)なるフランス料理の高級デ 
ザ—卜というわけ。才—プント 

丨スタIさえあればOKという 
調理®tさがうれしい。 

アイスクり—ムがブランデー | 
の炎に包まれて、なんともい^■i 

ぬ気がいいのです❶ 
•€ •育山/グルメ •□ムレ 



3れはまさし <車の|ーユ—ゥHIプその 
ものだ。自由なプライべ■トライフの 

■遣をめ送すキHI在い0もとは違 >0世界\ 

へいさな3マルチパ—パスな4IWDだ。 
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會サザンオールスタ 

• ..•■編 

Cのんびりこんがり 
のプ-ル科ド 

__ ■顯 
BB®11111 
426 しバツフな手臣をんテが士様し 

ホスのれの遂とプい日出飛で結 
ま夕数し口りき丨るのかびき局 

1せ丨々かッ上、ル3パけ出あ、 
*ズ、なクげ力が牵夕るしがた 
の和いンモI狙のIと 'らい 
ミモビロン•い离ン ー* • ソノ丨Iのス目い° 
汁なチルチテ。ホい プらポだヤレこテい 
ギサ丨とツオんルコ ill! 

黄昏どきの 
湘南道路 

:tfllil 
i i契v uィぁドの 

_そろそろおネムにI 
 "なって" 

-a 

5すもしi 
辦た。I 

手持ちレコードで 
夏の一日をブランする 

_.文大貫憲章 
こ あつなにら雰ぇ醒メめ た7と索一を 

I n”令*ii置含m 'zinhi 
|考場 ひきあり鑫に肉べ5夏 夕ずに笛ぃ? 
い！纟に-piホ出§ nik%^ 
|ラど きお3気げテエめもを をこだみ、枚 
|をな 'すをにたのル' ち快みはううぃの 
n ^nsrtifiF nu^ 

Iぅ。《三…ンてレ寒組ib'v 

，朝です、 
起きなさい 

pバののカルルから目 
Iだ部ラニス怒ざざ |は、屋リアの择るめ 

.1との爽备反よもと 

。ク込いLて.ジのなの 
奪•めつAこ。メ、とる。は、 

团 
?ン^ミ“出=?て、自辜1?以二 
スの; 5いをんる卜Sろが昧リイな§のじがいかいあ的 が|クムス、よウナがキけフ丨ん饫朝ゃ心うけのるに 
し。あジ•キタラ。•ンるミ$オダとなのな配手つで。非 

ァメリカンを 
飲みながら 

•■ン丨で欲気々朝 
钨棰やククッいにもがのしめ 

,ン端懷ル-クたク7'あなくし グるにか丨ギにだ口^まかもは 
よユかき，丨れるツ^わとちあ 

7 

，讀,_闕議! 



どんなレンズにするかて：チャンスの意味も変わってくるみたいだ^ 

は:ば出ぬムニMC50_F1.8レンズ付¥58,500 
—眼だから、目擊者には最適だ。測光方式は、いま世界の高級ケース¥3,000/マニュアルアダプター¥3,500(別売)/ワイン 
-眼レフが目標とするTTLダイレクト測光0急激な光の変化ダー2 ¥22,000(別売〉.OM10のカタログをお送りいたします》 
にもダ^レクトに反応す4。オリンバスが世界最初に開発したハガキにご住所•ご氏名•年令•お持ちのカメラ名をご記入のう 
最も進んだメカニズムだ•チャンスハンターの感性を確実に映锒え下記宛にご請求ください。〒160柬京都新宿区西新宿1-22-2 
にする注目の一眼OM10。マニュアルでハイテクニックに挑み新宿ヤシユ^■ビルオリンパス光学工業株式会社ポバイ係へ。 
たいときは、マニュアルアダプター⑶J売）を装着すればいい。Iお求めは、お支払いに便利なオリンパスクレジットでどう？； 

(5秒あれば、12回はシャッターが切れる〉®flU@ 
期日: 3/28出3/29旧)会場:日本生命御堂筋八幡B 【室3/29(日)長濱治•宇崎鼋童写真対孩など。お間い合时は大阪支店TE L06(252)698 U 
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會ビー^コウミングの本1こ紹介されていた歩き方. 
最初に青い雄の歩き方で、次にその上をiwに歩 
けば.その地のは增していくという具合•短<» 
いSBで、より広いIfflをflKcつぶしていくとい- 一…i 
う金なやり方た，この用きをずらしながら、♦見つけた員は二の本で そしてロープを强〇金眉^9«を味方にすれば、も|«し|しょうね♦こ 
うシラミもつぶせる•おになりましたか れがガイドプックでア〆 

リカT1ドMSでした 

|善コウミングのためのサンダルだから、ビー？•コウマーとも呼ぶ，ポル■ 
卜印がヨシとされておりました。サンダルのWBSBU3色一カラ■ 
フルな»■になってい*のがキマリ。当時で2,000円一3,000円くらい ■ 

1 ^ jLiiuu^ * jjyy 

ビーチコウミンクとは 
西欧版宝探し 

そして潮干狩り。 
パど堆だ体人金閗う賊しのいと目ろ 
g打屬ジぅ4忙ぃSもぃセッ海本箱コSサフ。I 
#ち沿メ 4して知そはコド岸でをイなッ•チ 

Vi%% 
iて昔K 卒つた奠 かいるりう、わけI 。 
考いのた 人てめの 、うけととはりるNコ| 

-I舌るコち にいに彼 惮のれいいた、よGウ 

4m mi 

1太ブらしに探ぃ癀プたそをず上ぃんく I 

03觀s quけ-b、hu k 
'll?-? sr 

m沿す•ぃ-い？ 

fjii iniii si p 

1 
ぬ'招sプ 

him li 
Mm °i 
trill ^ 
a in 

Tips for City Boy 

燃えさかるウオツカ 
ことのほかうまし。 
これそ、マジック0 
しIf $い男し«がゴんと 
い火当えアって六よのといウ 
とを然ばラぽ焼腑く1でう才 
い•つな、スいけへク〇も。ツ うけんこ力のつクイ〇ヌ人力 

パどもラ じな飲ュ。なで 
ッ うッ じ感め丨確い飲 
と逢野パ ゃ触るスか、む 
飲中獸丨 ながけでに野人 
むのみへい通ど期才缺の 
め閜たワ w IJ 、るレだ気 
でいナ の抜のとンとが 
はな猟 はけど、ジい知 

、人師生るか口やうれ 

'、ならグつ本ウ w . ^イるくラほほオダ 
い才超見ら向まにム习そスどどツプ 
“ン“msも？m 
金n■グm nisuif 通"*■ピカしム 飲才でつな火、ス 

ッッ込を みンた。くを紙に 

，•，-卜に一てーュ，でいるチな 
ぼな生レな科口 気卜大し炎。をみ えん溫Iる、を に口いばが待10と 





r Best of POPEYE 疆 BBS 
♦ホイールは紋で洗いたい暑車内の、らはじめよう __圓圓_ 

るlベる海し前行手だポ' ノ HU M1 
Wmsm ■ $1 ■HeH 
♦マットw►をはらって■先う 畲壤*•をよく洗い落すこと でれへやるてき中風1二yyjt s 

BhH ^99ぼ m' ミ吒■ 
會くもり止め娜Hしてほしぃら⑽:チ:ックしょっ■dHLHA&l n' 

in 1 
j ^ 

mllfll Z%1 __ 
li i 

^isr!!i?l 
2^!im 

いがでがゲ 

%#riiR： 
セ街hp倉裏 
ルて合どササのラすアたそでが 
フいで、丨テリ1でメのん試い 

1 Ate口,ふ日%。_— 

炎王!: 【 .l^p 胡..クルマもいい》してるだいヮ 

* Tipsfo^Cit3LBoy 
れ…すく、出说ドこムクムクの 

極ま、ラでも ^r.广がッリきビまほらでななぃか 

■■^1謹__ 
jBP r!Mm，卜 

J 
, i n-nim 

Hてレ丨だ力としいいの丨ャ |_觀_ 
1 _1_« 
1額㈣顯 



♦全国のデ^ート、玩具店、量販店でお求めください。 

トランプだけが知的なカードゲームだと思ったら大間 
違い。日本にも“Cards”と呼ぶ*ユさわしいゲームの 
数々が、ついに登場した。バンタ•イのカードゲームシリ 
ースtいま新しいフVイ感覚を身につけた君たちに。 

•ギャンブルタイプで 
•シンキングタイプで ギャング 

珍品コレクション ウイークリー7ガジン 

袭八WV. 



IB.’ ■ 
モ.ノにこだわ%•ましてやiダイキヤストのパ—ツ(130 

相手が乗り物であったら、まi個以上)を組み合せるシロモノ。 
nMUS 万.0000ar メしてやスボ—ツのためのマシ•：英国のモ—ターレース史の50年 

FC環ST4-Vプす1ン' モ|夕—サィクルであっ一代の-•へ—ジを？二のAJS、 
一つ .^lr^>LIKたならもぅ大変です。 ：s年にAMC社が7RモデS 

製造を中止するまで、数多くの 
U8を残した' W<l一を代表す 

-ルのひとつだ。| 團 
してやスボーツのためのマシ 

ン、モ—夕Iサイクルであつ 
たならもう大変です。 

こだわるということはソレ 
4し、手元に«きたくなる 

Iと。ところが、モ—夕—サ 
.クルこだわり小憎のこだわ 

Iる車は、そう®に手元に» 
«eいておける®じや売つてな 

い。ましてや、とうの昔に生 

TeisBoy もPU1一. 

S 證1■1; _ ニス好きにはぅってつけ、不規 
則な500の小片をMょく組 

み合せてい'I1—::‘， 
—卜になる <49>LoVE>(Norton 

B»SHIiamw Development 社)を 

11t5* はなんといってもH 
*00'/:1-#2込む瞬問にあ， 

だザT*.ぅ しんでやつとの思： ラ',5も 

ジグソ—•パズルのお楽しみ 
ても最後の1片> 

はめ込む瞬間にある。§問苦| 
しんでやつとの思いで完成した 

ときのあの充実想。ア〜ッ、たまj 
りません。といぅのも、ただで| 

すら組み合せるのにHhSのかか 
るこのパズル。モチ—フがテニ 

スn—卜となるとやたらグ： 
ンばかりで……。||歲には^! 

くらいさせねば。 

THINK WESTERN 

1 命は 
ほとんどのテンガロンは、ビ 

Iパ—の毛に、ウサギの毛やウ 
Iルを細かく切つiぜ、蒸気 

_し、7Hルト状にしたもの 
でで券ている。 

テンガロンの§を見ると、 
X印がついているものがよ 

くあ.0。これは、その素材 
いるビ1バ 2含^れていZ. 

-Cの—を表わ¬ 
のだ。 

例ぇばXが4つあれば〕 
|バ|の毛が40%含まれ一 

いるヨといぅ印なのだ。 
つなら60%とぃぅ具合： 

ね。つまり、このX印の虹 
が增えるほどビ—パ—< 

が含まれているfnが- 

.1 ■ 





〇抜(揪一ftttr 2貫ずつ增"T 

ill Bin 
豳細_ 

_圓_ 
mm (からす）…ion 

QBlllgl 
©確定役一 
①三本（さんぼん）……6貢②立三本（たてさん《ん）……8貢 

圓1關國 
3九_ _,じ4いち）ion 

_關圓圍 
把付（くっつき〉……10* 

益I圓圓■ 
⑤ 手四（てし）……10X 

罾圍__ 
⑥ きんきら……10貫 

圍圔關關 
⑦ ……14貫_ ⑧狀将……14貫 _ 

111111 
⑨……24* 

關a 
W五光大将•…..托貢 

0I11B 
⑪四5 (しそう）……ゲーム〇年）終了 

關關圆Q 

BestofPOPEYE POPEYE GAME BOOK 
マジに遊ぶ(ハチハチ— 

11画 
:いのに馴染みの薄い花+1 

?羞つてやる〈ハチハチ〉 

(1年とい 
ぅ)が、1ゲ—ムにfできるのは3 

人。それ以上の受口(6人まで)は、手 
B役SL悪」で3人にしぼる。 

持点は17 01ちの2 001 
^ しが#®数は自己の獲得点を計 

.-はなく1点に； 
Jに注寫そして88点を1準 

に+|を出す。10点が2貫だ。 

鏡の決め^V礼の配り方 
同じ月のsi札と索札を1枚ずつ人 

数分選び' 反礼を®^な場所にSき' 
各自索札をひいて反礼と合ったその 

場所に座る。fめに使わなかった 
別の礼全部を人数fし' 1月の光 

札§があった人が親。場に表を向 
け6枚、各自に7枚配〇スタ.-卜〇、 

③手役Sられた手礼*«Tの役) 
手の内が悪い人は*下り•を宜HT _ 

下りない人は*行く•と曾ぅ。下り 
た人は札をXにして$にSく 0 

この時点で左図の手役がある人は 
その^^を場にさらし、siE拠を示す。 

手役の計算が済んだら、親が願に時 
計と濃り<7>方向へ進行する。霍〇 

はいわゆる'^合せ*と间じ。 
溪役(打っていってできた役) 

場役は、通常9種類ある。花合 
せの_で打っていって、役ができ 

た時点でゲ—ム转了である。で、種 
類は©^反、@四光④五 

光、f反(反礼を7枚i士ハ 
(索礼を16枚)、©^一(打ち終えて 

獲得した札の中に索札が1枚しかな 
い)、fなし(同じく索札が1枚も 

ない)、⑨フケ(同じく霉点21点以 
i下)、以上だ。最後に点数を計算して 

I号余パイ.II. 



画謂=ん、 mr^フィリップス。 

PHILIPS 



1'テニス留学こつそ〇!&スちやラ。 
^ キミがもしブロのテ-■める。とはいつても、UCLA |れれば、入学できたも同择 

-は無理。入学はできて 

て、全然51分は唷れ 
やつぱ〇ポウタ> 

も、チームに入ることは難しい。i 
日本のクラブと違って少数精鋭. 

主義なのだ。US#の方法は、ま 
ず2年制のジュ；アカレッジ 

Jぞ、と思-吴学を見つけ 
■Jろにはラケット片 

■に取り込もう。n— 
留学のを伝 

、の場でテストを 
一—チに気に入ら 

績が多少系くても、たぶん合格 
通知がくるはずだ。ジュニア• 

カレッジでf嫌を残せば、奨 
Iを‘ 

転入することも可能だ。レべル 
に<nつたところから徐々にレべ 

ルアップ…： 
左記に間；： 

7バィス- 
•18^都渋(人 i渋谷区千駄ヶ谷2128 

ア—サI •アッシュ&フ 
レシズテ-Iスジ-丨 Iスショップ»03* 

>?担，宮本 

11011 
<m4Tワレこそはiのお洒i返し二そいちばんの0HSなので 

す。まあ1日、ミツチリやれば、 
こんななものだつたのかと 

いつたグアイになるはず。 
やっぱり、BWSになるために 

かのちやっかりスタイルではい 
:けません。本チヤンのボウタイ| 

をカシツと結べなくては、所检、 
恥をかくだけ。 

そこで、ボウタイの結び方の 
ポイントは、ぺツタリに仕上(f 

ず、フンワリと結ぶのがょろし 

II 
ili? J5I 





I 1111ll^Ti tM •^ノこだわりの1私、*イバ特に!斑格ISのトレ冷コ-卜などにBI • L■丨| || Jかりこだわります‘そういえば.スタッフのカメラマンにパ-パリ-( 
rT'l1 1vクルがw:入なくて、もう1着買い面した人がいsしたつけ ,___闘!“ 

f _繼■謂■我!招Hlfdm 
Q し卜うぶれかアこ上たののあ、做いのすれと丨辁るなつ卜十うのな由 

,< Iこにのそデスな代るさ、、以，もののどアの、かいるもろを語ろど 
巧 卜なか目れザキ、物ら、そそ上て過も卜めス2英なうけの、う。知でうい 

■[戦®よりも街か•似ftうちよつといきなトレンチ] 

LONDON -DISCOVERY 

トレンチコートなら 
なんでち 

いいつてわけじや 
ないんだ0 

I機能觅祝のデサインが®球 

I 

「恶入'候に威力を発伸する 

thの Ski Boy 

奮りに美しき"ただの水" 0 
フランスの水はまずくて飲料iとくに味がついてるわけでも 

に適さず、てのはょく«く話。そiなく、$に•ただの水•なヮヶ 
こでごi、ミネラルウォ—夕iでして、のどごし爽やかに…… 

I、すなわち彼ら呼ぶところのiとい.9ために炭酸ガス入りなん 
*才！ミネラル•がどつさり。iてのもある。 





に合WSに考えられている。I 
そして、このタイプの石ケン 

はほとんどが有名！メ—力—、 
デザィナ—•プランドのもの。 

つまり高級にて香りよしなので 
す。ちょいと手が出ないプラン 

ドでも石ケンなら安いもの。ドー 
シドシ^てちやつても情しく 

はない。それにシャワ—あとの 
ほのかな香りってのも1いい。I 
決してプンプン匂ぅつてことは 

wCTIailh^peup? 

奔マツサ—ジ梁定版〇 

Iチャリは毎度の二と。 
|やつぱ〇アレもコレ 

增えてしまぅ 
Iのです。 

で、いつちやん始一 

—スやザックにプチ込んで…… 
なんてときはいいけれど、車で 

行くときなんざ、ゴロゴロして 
感じ悪い。もちろん' ム®レザ 

I製でメ—力—名入りのダサも 
のは売つているけど気に入らな 

い。本気で収納_を考えてい 
ないからです* 

目が疲れてくると、すべてが 
不Iになる。屑が凝つたり、 

食欲がなくなつたり、—がし 
てく*〇❶疲れが激しくなると近 

眼の1にもな〇かねない。だ 
から、ときどき、目に_なシ 

Xイプアップ•マッサ—ジをし 
■ >?ことが必要なわけ。そこ 

:ィ流疲れ目解箭効性マ 
-1—ジを教ぇちやぅ。 

一その前に目を傷つけぬよう* 
指の爪をキチンとカットしてお 

で、ケ—スを—で作ってし 
まうのです。やつぱ〇ウレタン 

内蔵のキルテイングものがよい 
のです。大事なプ—ツです。大 

切にしてあげなくつ.ちや。おフ 

い。これはラング<7)><_|-10 
〇〇のためのサイズ。バンシ— 

が入るのだから、市販されてい 
るほとんどの靴が入つてしまう 

いちばんは厚手のビニ— 
ル地。バックルなんかで破かな 

いためでもあるし、防水(瀟れ 
たまま入れられるように)のた 

めでもある* 
生地はといえば' それはもう 

デニム索：rビ111ル地とのM 
にウレタンを入れて、フカフカ 

にしてあげるのです。出し入れ 
は背中からがよろしい。大きな 

ナイロンジツパ—をグルリとし 

一ょぅにおさえていく。そのあと 
:目をつぶ〇、gの腹で裔に 

一向って上マブタをグルグルと鞋 
;くこすつてやる。一定の間隔を 

;おき、目を回す方法もある。さあ、 
i目のシェィプアップ嘉めょ 



明洛製菓 

0 
6枚入り50円 



参と”ifリフト；.ス.アイテムe実は、すべて某スタッフ 
!-■ . { • LVJ ■llJ JlI'J^JjんとVANものなのだ..1< -f.これだけのマドラスを.'■...というくらい)- 
1■lrMtW ■醴り“ M ㈤战叫た.目^^ Tips for City Boy 

?.“沿备'3?1^と、春ポ 

“!,ぶ沿奉sゃ；g 
ね物ス、ツんシスス。少なはの 

專ツオークなるためとはいえゴールドの太めなんてのは、うん十 万円もするので、おいそれとは手が出ないのだな。そこでシルバ 
一をば追求するのじゃ，シル/<一ならば太いのと班、のとで、そ 
れほどflBBC*'•、があるわけじゃなし、ここはいっぱつ太«をつ 
けて、ボルダなみの/<ッシングを決めちゃうぞ。左から、12,000 
円、9,600円、13.000P3,11.000R.14,000R、22,00024,000 
円，26,000R。すべて級座'資生堂ザ.ギンザ**0^5か2121 ■ 
神ンかtチ たけとド +* —I S. 

mmmiM 
:っつ丨てれナIテの£ 

1Uu MI!笑§1 
いいたたれ負ル興I ■、£gm nm in? 4« 
んのクつた合ル w ■ 

。少なはの ― 

rパ(c ihm b 

Iス上zrur:レン々不しの*r 
のメ T舞ャらにリば重な：ジに mnmhti 

■l?H 寧 I 沿ra 

l 1 tE道,，■IB1 丰トンすずユ首おくら エックがウリ^^、〆 リン外:楽い、だろな ”a„びし二《 

°:…1 

»i#' 

歴__幽_麟 マドラス，1讀というもの 

ips 





nなスなスさ客に てな分け立コ味 ならもリンカいでスもス 
I 為 r: n f n | てu ■? 2 k u a 4 ? k n 15 
5 。ド主はとし処も芫い部たもがるかのがをはつキがセツさ、i 

nimimmmiMm のか力勤ェふる気に夕Iきか;気る々て、、エ丄起メ新ン丄 

\ 撕 '、 ，__ w 
*■• t右のハント•ルはストップスイッチとスロット 
h>i.ルコントロール•左の/、ンドルはスタートスイ 

-ッチ。ジグザグtoはスキーと同じ要银だ ♦赵■置243ポンドとBいから、このようなリア 
|カーに乗せて、乗用車で邏ぶことがで？％。日 
本でもこんな戛景、早く見たいなあ_ 

S1*a»A 

アメリカで人気爆発の 
ジエツトスキー。やDたいなあ。 



スポルテインク在はくと、街はカントU—ロード。 

OJPaldiiniG 

歩き方がかわるか? 
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いいってもんじゃない 
テニスのル❶ 

世界的な卜—ナメントで 
|使われているボ—ルは鞋く 

てよく飛ぶ。ただ"フラッ 
1卜に打ったら、ラインを遙 

に才—バIしてしまう。だか 
ポ—ルにスピンを与え、コン 

-口 Iルをこころがけるのだ。 

日本のボ—ルは少々囂くて、 
アメリカのボ—ルに比べると飛 

ばない。ヒットするときの強弱 
でボールの飛びをBJMしてしま 

うのだ。やはり軽くて反応の早 

4-ごぞん备手でt氏の罄の結！アカはて 

1 
墨IQ 

頑丈で' 
.込むことができる。ダッフルな 

どの袋モノと違って^U?の安定 
性はパツグン。それに整理霱、 

収納しやすいからョロシ< 
もちろん、ブン投げようが転 

がそうが中身安全、雪だの雨だ 

のにも強シ。ほんとに、スキ| 
用としてはピ5 

かしらん。台車をつけてコロn 
aできるから！^で行くときに 

はもう絶巧_のときにはn 
レに座つちゃうんGいわゆる 

ス！ソケ—スつてタイプのほ： 

ところが一見ただの遊びみた 
いなこのゲ—ムが、実はテニス 

にものすごく重要なトレ—一ーン 
グになるのでt 

それは、ラケットとポ—ルの 
•タッチの感覚•を養うという 

こと。_に力いっぱい打って 
はいけない。ただボンと当てて 

思いのままにポ—ルを操る-の 
，ゲ—ムによって、ラケットでボ 

♦■1ルを、打つのではなくて 
•する委をつかめるようになる。 

.初心者でもかなり上手なプレ 
イヤ—でも楽しめるし' 2人だ 

，多人数のグルーブでブ 
レイできるのも練習には好都<R.| 

大切なのは、—のゲ—ムと 
逆に' なるべく畏く続けるとい 

うことだ。まず手元でワンバウ 
ンドさせてサ—プし、相手がリ 

夕—ンして初めてゲ—ム 
10ポイント•ゲ—ムの3セット 

.マッチぐらいにして楽しむの 
がiです。#^と難しいよ。 
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WonderRabbit 
The New Wonder Of T1 
WR Lives To Express S 
Power, & Right 
And WR Is To Bring 
It s A SuperGIft For ^ 

mething Wl 

o Existence. 
Waiting For A 

From The Creators Of WR Masterpiece, 
WonderRabbit Sneakers Comes 
One Of The Most Wonderful Thing Ever Ap| 
The WonderRabbit Sneakers, Placid Best Se 
For A Great Step Of The Earth. 
WR, It s A Visa To The World. 

Hpnovdn 
ppon Rubber Co JLtd. 

H^AVisa 
To 

The World 

靴業界•最初の快挙！ 
Gマーググッドデザインjに輝く 
ワンダ-ラビットキザノフR11〜20 

截雀選龙番号800412 

グッドデザイン選定商品 



スペインのバスク地方と： 
のは、フランスとの国境の|||. 

馨ビレネ-に近い北部s II 
方のこと。二S方の男たちは、■ 

黑や紺のフHルト地のペレ-をf 
子供の頃からかぶ〇統ける* 

パンプロ—ナの明牛の祭りの■ 
日には、白 

ツ、赤いサッシュとネッカチ— ■ 
フ、それに黑のペレ—をかぶる■ 

のが正装だ。この山岳地方の牧：ほんの小さな布切れでも、かな| 

クのパリに集まつた芸術家たち 
だつた。だから、ペレ—といぅ 

と、画家の代名詞みたぃに思わ. 
れてきたわけだ* 

バスク風のかぶり方はわりあ 
いストレ—卜。頭全体を包むよ 

ぅにかぶる。市販のパスク.ぺ 
レtにも、小型の物や、大型の 

物があるが、昔ながらのスタイ 
ルが好きなら' もちろん小ぶり 

のペレ—を選ぶ。ちやんとした 
g子屋さんなら、秋になると必 

ずペレ—を«いている。革の内 
强〇に、バスク製と明示してあ 

るから、すぐにわかるよ。 
ペレ—を粋にかぶつたのはま 

た、兵士たちであった。勇猛で 
ならしたフランス陸戦隊、 

パラシユ—卜部隊。イギリスな 
らモンゴメリ—ひきいるア 

フリカ部隊。そしてアメリカの 
グリ—ンべレ—たち。この小さ 

く折〇たため、フレキシブルで 
便利な帽子は戦う男たちにとウ 

ても機能的なかぶC*物だった。 

の雨くらいは、j 
させるものか！ 

世界中の兵隊風のかぶり方にI 
共通しているのは、ペレ—を斜 

めにかぶること、これは部隊章I 
を片側につけたためらしい。 

イギリス軍のペレ—は、10 
50異の物が日本でも買える。_ 

上野の中田商店などには、サ— 
プラスのペレ—がたくさんある 

からだ。アメリカのグリ—ン 
ペレ—もある。イギリス軍のも 

のは、KANGOL社製で、こ 
れの新製品はデパ—卜の糴子売 

場で手に入れることができる。 

>、きつといいはず* 
そうだ/ ペレ—といえぱボ 

•ビアfにたおれた永速の革 
業、チエ. 

タイルのぺ— 

べんにポツチがない。このポッ 
チがあると、急に大人っぽい® 

囲気になるから不思IIだ。 

:のペレ—も忘れられない 
ものだったね。 

日$に_子は似合わない、 
といわれるけれど、二のペレ— 

『わんぱく戦争Jといぅフラン 
スの子供映画も、ベレーのオン. 

パレ—ドだつた。ひところパリ 
の下町といえば' ベレ—一色の| 

感じだったが、今ではごくわず 
かのfがかぶるだけ。！^の 

地バスクでも' 街の若者たちに 

知らねばいぞい6脣 
©m光がいちば 

午前11時から^$ 
まで。皮*の弱い 

はこの時間帯を避 

りない。どぅせ焼くなら真っ黑 
になつていただきたい。とはい 

ってもオイルベったC-で|日中 
寝ころんでいたつて' 日射病で 

ばったり倒れるか' 火傷で水ぶ 
くれができるぐらいがオチだ。 

サン•タンにも願序とル—ル 
がある。それさえ知っていれば、 

キレいにしかも真っ黑になれる。 
©Wず、1日で真っ黑になろ 

ぅとしないことだ。1日目は表 
とxをそれぞれ10分ぐらい。こ 

れで樣を太IIにならしていっ 
て、2日目には15分ずつ。1日 

ごとに前日の5割增しの時間で 
焼いていけば無理がない。 

$に気をつけたいのは、腕： 
の内側や、わき腹などの身体の：索沈#rだから- 

側面、ここを忘れるとみつともi人はなか；. 

ちばん強烈なのは 
>$の2時ぐらい 

J弱い人は、初日に 
?を避けた方がいい。| 

た方が得だ。 
@03^にJi#に気をつけた 

い。また日なたで寝そべるって 
ことは|種のサゥナ風呂なのだ 

から、水やジユ—スなどで.^ 
をiした方がいいし、食垣を 

なめるのもいいのだょ。 
また非常に疲労するものだか 

ら、ときどき日陰に入つて休ま 
•4*くてはいけないし、突然冷た 

い水に飛び込むのは^だよ。 
⑥けとは紫sによる色 

色黑の人sすぐ黑くなつちゃぅ。 
くやしいけど、iだぞ。 

あとは、それぞれサンオイル 



厳選の装備の中に、ペンタックスを加えた。 

ブリザードは、親利な刃物のように全身を刺す。体 
温を奪いとる。ここでは見栄やはったりは通用しない。 
信頼できるものは冷静な判断と、体力と、選りすぐっ 
た装備だけだ。ペンタックスMEスーパーは、昨日と 
まったく変わらない。精密なメカニズムは、極寒を知 
らないかのように正常に作動している。シャッター音 
も軽快だ。真に価値あるものは、苛酷な条件の中で 
その存在を示し、他と峻別される。ペンタックXME 
スーハ•一を手放せない理由は、まさにここにある。 

わる世作初のボタン播作マニュアル 
榷構•《速12000秒を次:現した 
«密《イシVッター.ンVッター速度 
が無段限変速する絞1)* 
出榱構癱3色L?：D|R出衣示參ft 

標準«格ボディーのみ…¥55,000 
SMCペン？ツクXM50ミリF1.7W- 
¥7«,500/SMCペンダックスM50ミリ 
F1.4付..¥从400ケース.¥4,000 

ポーナ雄いもOK•カタni 



大会を開くなんてf SKIY 

チョロィもの。 , skiBOぉ山の上で居覔会だもんね。巧ヶ|キゃm 
晴れた日のスキ—ほ一もはつきり見えて安全®、ガ； 

ど気分ヨシめものはな 
い。お山はピカピカ光一 

つてまぶしくて、空は； 
と見上げれば、真つ育.. 

のブル—プル-。雪面： 

ンガンぶつ飛ばせます。 
そんな日はレストハウスのダ 

サめLなんぞを食べるのはアホ。 
山の上にておべんと広げてドン 

ジヤラホイ。せっかくのドビ— 

をm仁します*ポ—ルといつて 
も、そんなにむずかしいものじ 

やない。n—ス、そして夕—ン 
の角度と長さをポ—ルで_し 

ているものと思えばいい。 
仲mうちでワイワイやる程度 

の大会なら、それほど大げさに 
考える必要はない。n —スさえ 

借りられれば、なんとかなる*S 

\ものだ。ではそのなんとかの 
しかた、20人ぐらいのスキ—ボ 

IVが1目でタイムを競う、 
という例で話をすすめよう。 

©is? 

とc-あえずixキ—場のパトロ 
Iル小屋などへ出かけて突渉し 

てみる。スキ—場としても土曜 
日や日Bi日はゲレンデがこむし、| 

してくれそうもないから、平日 
がいちばんいいわけ。もちろん 

前もって了解を得ること。 

うと、タイムを計る以上最低こ 

れだけの役目を受け持つ人たち 
が必要だ。 

ポ—ルセッタ—'スタ—卜係、 
ゴ—ル係' 計時係、旗s、n 

丨ス整備係、忘れちやならな 
い選手たち。人数が少ない場合 

には、大会を2部制にして、前 
半の进手が後半は1、¥の 

fは？の選手というシステ 
ムにしてもいいのだ。， 

⑧これがなくては 
ポ—ル……赤と靑の旗がつい 

てないとまずい。スキ—スク— 
ルや宿などで調進できるはず。 

トランシ—パ—……最近は大 
>そこらじゆうでやつてるか 

一しやすい。切替えチヤン 
会もそこ，」 

らfし*>1 
ネルがた/ 

が便利。 
ストップゥォッチ……110(5秒 

までft測できるものなら最高 
だが11D秒でも充分。できれば 

2個以上用意して平均タイムを 
公式としたい。学校の体育室か 

大会の- . 
まつてちやんと打合せをします。一 

もちろんスタ—卜膜もそのとき 
決めておかねばなりません。こ 

れは受付けMかクジビキが公正 
で、あちら立てれば、こちらが 

まずポ—ルをセツトします。 
これが求—ルセッタ—の役目。 

選手の技術や霣、斜度を充分 
に#*i'Lなくてはいけません。 

とにかくこればつかりはシロウ 

先生で競技出身の人な 
んかに親んじや4 

で、ボ—ルがセ-" 
れたら選手はポ—ル1 

読むのです。きつい- 
—ンの所は要注意、 

たブラインドが重なt 
ている所は-Iどつちか 

ら入るのかな」なんて 

そ二でデイバックが便利です。 
3丨4人分のおべんとにサ—モ 

ス、お菓子、カメラなんかも入 
つちやうちようどいい大きさ。 

脱いだセ—夕—や使わないゴ— 
グル……スキ—つて天！^よく 

なるとけつこう使わないものが 
出てくるけれど、そんなものも 

このデイパがあれば万fくお 

デイパといえばアメリカもの 
が_なんだけど、こだわるこ 

とはない。ヨ|ロッバもんにも 
使いやすいものがたくさんある 

のだ。 

_|冒 
プチプチ考えながら、n—スを 

iしつつゴ—ルからスタ—卜 
地点までテコテコ上ってゆけば、 

上にはもぅスタ—卜係が待って 
るという具合が望ましい。ポ— 

ルが前日のうちにセットされ-t 
いればもつと早くコトは進行す 

るのだ。 

るわけだけど"いちおうn—ス 
テストの_で前走ってヤツを 

てスタ—卜®おつと、バインデ 
ィングの-^ビ—スの先端がス 

夕—トラインより前に出ちやあ 
ダメ。計時係はその么菌をトラ 

ンシ—バ—で聞き' •し•でウオ 
ツチを動かす。 

おつと選手が降りてきました。 
ゴ—ル係は' 選手のパィンディ 

ングのトウビ—スの先端がゴ 
Iルラインを越えたとき、笛で一 

ムー®して計時係のウオツチを止： 

あとはこれの繰り返し。旗門 
係は選手がズルしないかを®S 

する係、特に選手が！えそぅ一 
なセットは注意してiせねば 

なりませぬ。 
どぅ、チョロイもんでしよ、 

大会なんて。アイツよ〇オレの 
方が早いのだ、なんてことをや 

るために大会を開いてみよ¬ 
ゃありませんか。 
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ょ具部®て• K をでちはにはらにで寢は便らこ 
._. _ _ „ 壁、ゃス分、ねしはるい两れで 
しけはつり金と15つキけそばて何卜つる、 
ま、さ並は具し™'た丨てのい中Qコて スす 
w以てg 凹手う、とめつ•ら場、て'■せきもな* -ノ 
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このまま車の屋根に積めないちんかな 
なんで=&**まる 
ロッカーだ0 
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僕、あれこれ書くタイフ: 

書くことは、山ほどある。つぎからつぎへと生まれてくる。 
雑誌をめくるように、音楽を聞くように、もっともっと自由に気に自分の言葉をつづろう。 
1908年、アメリカ生まれ。グランド.ファーザーの代から愛用されつづけてき^:、僕らの道具。シ土一7アー〇 
一本のお気にいりのペンが、僕らの人生おもしろくしてくれる。 

シェーファーはホワイト•ドット 

SHEAFFER 
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武齡だけがクラークスの特徴で働技ん。 
.写與のワラビーにデザートブーツにIろ、クラークスが作った他の機能性やデザインに関しては、改めて説明するまでもない通います> 

評判通り、履く人たちの期待^•裏切りません》ただここで{矽ラークスが武骨一本ヤリではないことをお伝えしたでれ 
ご覧のようにワラビーは^ 9色0デザートブーツには^色〇しかしカラーバリエ”シヨンとはいっても、そこラークス 

らしさを失うことなぐどれも落ち着いた色合い。この辺がクラークスのクラークスたる由緑かも知れません0 

ClajJks 
-OF ENGLAND- 



BRIITUS 

特集•ブルー^ス片岡義男空間を遊ぶ 

片岡義男は、まれに見る 
空間小説家である。自分の 

小説•エツセイの中で独得 r 
の空間を創り出す。 f 

ブル—タスが、その片岡 ^ 
義男空間で遊んだ。 M 

書下し小説約束では 0 
アメリカの砂漠空間で遊び、M 

エツセイ彼はこうしてラ ， 
八イナ•ボ—イにならずにy 

すんだではマウイ島空間 
で遊ぶ。 

企画から編集作業まで片 
岡義男とブル—タスは一緒 

になつて仕事をして、 
この号を楽しんで作つた。 

第17号1350円4月1日発売II 



但離を、僕たちは走っている。 



C.D PIONEER 

アウトローカ$走れな力、った!L 





イクにまったく な 
いボ^イ'j嘯を/イク狂いに 
す6ための糖1コ 
レ。まず免!^がなくては•… といラISから始まる 
パイク車■や免mucが掲載 当8¢とscつているため、mt. 
に»«、捐*しなおし，した。 

專F X E下-的ファットボブ•ハーレーfflB&T)スーパ 
イライドがペースだ.1.340cc、樣準®SW168万円 

! 

Feel^DWheels 



ふ、13rw r. 嚎 
公 

暑カワサキKL250•21»力\8 
500回転、車言{§)116. 

5K8* 5浑塞色"ライムグリ—ン• 
XTやXLt比べると*よ*:-ワイル 

ドな雰囲気と走りつぶりた なデザインや$のカワサキ色は結 
or w#のebbかフロントにセミ 

.エアサス使用など> sの このクラスで上位-27万8000円j 
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フオア八ンド. ス打卜つ口4っはょリ押す感じだ。 



)グリップからサム•• 
ップのグリップに持ち替 
る。変なクセをつけずにし 
つかDとマスターする必要1 
がある。まずラケットの首を左手で支えて、フォアハンドの 
••卜yプから、手のひらを左へ少し、バイクのアクセルのよ 

二回す。そして写真のように-サム.アップする。親指の 
腹でラケットを押さえつけるようにだ-ラケットの軸に対し 
ては、少し角度をもたせて、斜めになるくらいがいいだろう,, 
親指をグルリと回して提らないと、ポールを打つときに力が 
入らないのではないかと思うだろうが、サム•アップした方 
がパックハンドは職に打つことができるのだ。毎日5分< 
らいフォアハンドからパックハンドに持ち替える練習をやつ 
てみよう。1遇問から10日でマスターできる。 
もうひとつ、手首の固定がポイントとなる。テイクハヘンク 

からフィニッシュ•アップまで、手首の角度を一定に保つこ 
とは、グリップチェンジよ0も難しい。手首が固定できるよ 
うになれば、パックハンドもよ0パワフルなもめになる二と 

Qラケット面は下に向ける 
'" —■ 'I T)の•シて伸ヒル 

■たつにるにて$ Iで 
_フたよとない芬トラ ■アバる 'るくににケ 
■ Iッ自ラはと曲叩ッ ■ムク然ケず 'がき卜 ■ •ハなッ。ヒっつ® 
■リンアトつツてけに 

1沿!“说 
IuvaV>a'- 

°。なケがせしツ 

はプ面テトの1' で 

かンザパしをし、| 

〇身長168cmの人か^Sf-コート 
を眺めるとこう見える 

身ft168cmO)人がペースラインに立って、相手コートを見る 
と、イラストのように見え％„相手のペースラインがネット 
の上からは見えないのだ。1800men人でも、自分のショットが 
入ったかどうかはネットの上からは*^できない。ボールの 
行方をネット越しに見ているつもりでも、実際はネットを通 
して見ていることがよく分る。ネットは自分が考えているよ 
り高い。だからループがフラット打法より有利なのだ。 



BestofPOPEYE 

O フォアハンド•ストロークの軌跡 
上のイラストは、^8*のプロがやつてい 
るフォアハント•のスウイングを、ストロポア 
クシ3ンでとらえたもの。イン/<タトの前後 

ラケットのスピードが速くなってい％からだ。 
ほかの狭い部分«ゆっくりしていてもよい。 

こラケットヘッドの閜隔が広くなってい； 
二nilホーIレ./1当たる60-80cm前から.:ドはポールの下から出ている点にj;奪しよこI 

Z)軌跡 
り、大部分のプf 

グのスピードASSくなっているわけだ。 
ゆっくり、小さな円®を描いてきて、イ 
ンパクトの供IBJだけ力が必«なことが分 

>.ここでもラケットー 
rから出ていることがJ 

〇ボールの軌跡の違い 
ネットの高さ1.06m(具ん中は0,911")、コートの長さ 

TIENNIS 1=01? 
147 

〇フォアとバックの打点の相違 
打点を考えてみよう。フェンスimsjきに立ち、バックハンドでフ 

xンスを掃してみる。そしてフIンスからどのくられたら.一番 
力が入*}やすいか試してみ*のだ。ちょうど屑幅ぐらいのsiをおく 
と.鼉も力が入りやすいはず„ここが打点にな*わけだ。前から見る 
と、ラケット面の方*渾首よりちょっと离い位!■にあるのが自然だ。 
今度は左にもラケットを持ち、フォアハンドの打点との泪瞻を確認す 
る。当然ながら2本のラケットは平行にな4のだ。 

だ*それに、?#力なトップスピンが、かかるかかからないかもフォロ 
—スルーtだいだ。パックハンドのフィニッシュ•アップは®い母" 
0やった方がよい。腕は！!よりも高く、ラケットはそれ以上に*く 
なっている二と。二のとき、注意しなければならないのは、ただJ 



になり、甘つかくのちょ 
ソデ*ゾットマ 
クササイズは腕、特に上 
くするのにがある。 
ダンべルを両手に持ち、 
でゆつくり回す。10回を 
卜。3か月！*ければ直径 

ocラグジ》をちゃんと紙いな)W免着l JI 
ポクたちのん，.に入りのウIアのひとつにラグビ-ン” j^Pf •て’. 

-ジ-かい-.このラグ•ンャの觸:：'片苜州(こ)®丈:： 
作られてい4のとボタンがiっしかないこと首にボイン \ 
卜のあるウェアだから' 首の細いヤッには讀(こ似合わな//hy^y^ \ HCi 
い,これを着ているラガーの首がみな大いことからでもそ mv K-^-n vS-v，.. 
れは灌できる。ではどうやって首を太くするか。プレス• I I 
ウィズ•レスラ-•ブリッジが糊だ。ブリッジの練で M I 
is-204のパ—:ルを齡上に押し上げる。1〇回を3セッ ^ ^ ^3 I 

3か月毎日ゃれling5睛は太くなる。 |し 

施治 



ぺると、着こなし方がメチャクチャにへ夕だ。それは上半身、特に# 
イプアップができていないからだ。Tシャツは胸のシルエットをあr 
出す正直なアイテムなんだ。ストレート•アーム•ラタラル•レイ；! 
角筋を発遠させる運動だ。ベンチの上にあお向けに寝て、両手にSk| 
ルを持ち、十字^に_いては、上に持ってくる。10回を2セッf 
の厚みが増す。胸がカッコよく見えるのは幅ではない。あくまでも 
味でも，この暹動はポクたちの希3Hを十分(こかなえてくれる。 

fズは大胸筋と 
5kgro<7)^ 

I人間の前面、すなわち胸とか腹は、顔やヘアスタイルなど 
でごまかしがいくらでもきく。しかし、背中はそうはいかな 
い。飾りつsiがきかないのだ。だからこそシ；tイブアップが 
必要だし、その効果も正直に出てくる•ベント•オーバーは 
固有背筋を主に、大败®も発逮させてくれる0パー^を 
首の後ろ両屑でかつぎ、バーベルをガッチり攉つて、上体を 
前に傾け元に戻す。10回を2セット。背中をできるだけ伸ば 
して行なうこと。轻い20kgくらいのパーペルから始めよう。 

胸は厚みを感じられなくちゃダメ、といいながらも、あ 
まり厚いのも不格好だ。何ごともほどよくが肝心。ストレ 
ート•アーム•ラタラル•レイズで3 ~ 6.か月経過したら、 
このベンチ.プレス•ウイズ•パーベルに変更するのを薦 
め*•大胸筋、三角筋に加えて上前IS®と)!^ 
体/^ン：lイプアップされる〇ペンチにあおむけに寝て、20 
kgのパー〜レを35¥て1^ち、JXK7)上へWし上げる01〇®を 



m feot美しくなろう/) 

腹はシェイプアップの中心） 

シェイプアップで一#*事なのはどこか》それ 
•は»だ•体のなかで最も崩れやすい部分だし、腹 
が出ていたり、細すぎたりすると、どんなものも 

L似合わないからだ。特にポクたちが大好きな夏の 
i軽衣料はみなダメになる。それともうひとつ、スラ 
■ックスを何気なく無難にはきこなしている人も、 
もっとカッコよくはきたかったら蝮のシェイプア 
ップが必要だ，スラックスをはいたとき、麵の 
姿で美しく見えるのはチャックの部分でもないし 
足のラインの部分でもない。下っ腹のftiocmくら 
いがシxイプアップされているかいないかで決ま 
るのだ。さらにカッコよくというのグシxイプア 
ップの本当の心なんだ。 
上のイラストはサイド•ベンド。10kgのダンべ 
ルを片手に持ち、もう一方の手をsaeuに当て上 
体を横に傾ける。10®やったら次はダンペルを持 
つ手を替える。2セットで外腹斜筋を主に、腹* 
筋もシェ1 プアップされ、腹の出ている人は横の 

. J^sWT-^6 
ボなう，1晒2セットで、BBS®を 
4筋も発逵する。スラックスを今より 

，と美Lくはきたい人はこの運動に力を入れよ 
腹はシ；tイプアップの應点だ。どんなに胸が 
ても、腕が太くても、腹が出ていてはカッコ 

卩分S 

鋒ヒップ8 
ジンズはジ—ンKCな！〇〇 
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WRyShapeUp? amK - 

なんと足が10cmも長く見える/) 

もしキミが足A兜いと悩んでいるのなら、いますぐこ 
のヒップアップに取り組Cべきだ，なぜならヒップが1 
cmアップしたら、足く見えるからだ，足を10011 
畏くするの能でも、ヒップアップのIonは可!!！な 
のだ。ヒップは人体のなかで、顔よ*)も年齡が出るとい 
われている部分，油断すればどんどん期れるし、老化も 
していく（女性がガードルを使ってヒップアップするの 
もそのため）。逆にシェイプアップすれば、それだけ効 
果力<出ることにもなる3才.. 夕ーニット•夕•： 

..每ヒザを#ばしたまま、上体 
を左右に深く折*)元に戻す運動:ダンべルは101«。1晒ず 
つ2セットで、どんな/<ンツも似合うヒップを約束する： 

と、それにともないアップす 
からここでは、細くし*たりプ 
二とではなく、腰をよ0美L 
教える。腰のrasaだ。腰脅が 
_だけ、どうしても布地が突っ張って、シ 

エスト^ヒップの差は14ot前後と相場^決ま 
つている。これiia想的な体形を考えてはじ 
きだした数与:、腰は自然に作るベL 





こ手首、くびれるところは細い方がい 
二ろが日本人の足首は太いこれには 

わちアキレス腱あたりまでズリ落ちてる人 
いる，シングルレッグ•スクワットは片足で 

^ち、浮いた方の足をビンと伸ばし、しゃがん 
つ運勤。10®を2セット.，足首^帝まる- 

^^^ ると TSSH頭®が錄して太くなる 
ぃところでゃめょぅ， 

とクツのパランスが表われ 
&ところだ.rmb,太すぎるとどんな高価 

なる..㈣フス 
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WRyShapeUp? — ™ 

\J (足首が太すぎるとどんな高価なク_) 

0^ 
(一石三鳥<?_ 

( ング•スクワット^) 

モモ、フクラハギ、足首と別々に我 
明してきたけれど、結局のところモモ 
とフクラハギ、足首の/、•ランスの悪い 
Aはどんなパンツをはいても似合わなi 
いのだ.そこて•一度にみんないけるヤ, 
ツを教える-ジャンビング•スクワッ| 
卜だ20kgのパー-:ルを屑の後ろにか■ 
ついで、その場でジャンプ着地すると' 
孕は播深を少しでもやわらげるように1 
ツマ先から-,そして腰、ヒザを深く曲 
げる10回3セットで、大腿四頭筋、 
下腿三頭筋、大敢筋、アキレス#が発 
逮するこれにジaギングを2〜5km 
すれば、モモ、フクラハギ、足首のシ 
xイプアップは見寧に完成す4、人W 
の体は;J日休めば元に戻すのに3日か 
かる、休まないで親けよう， 

E烏のジャンビ） 





牛 'し幼るウさの代がァオ成 耳こていとィてだに起ミリ功 
るのいここ丨、そ才用リ丨だ 
暗町るろろ卜おうりさIプつ いはi Gかへ話だ丨れのにた 

ろ詧と左まのめい彼リア° 
° *は格る町て う女丨ル 
ぜなウて-にポ渾は.卜 
Sるラたポゃパ名、デマ 

■人ハ父パつイ だ子ユン 
の物ラをイてが つ供パ- 

iVifM 







--く良te嬰 具にい作小貨るキげ品荷ダか卜のあア 
にがりき35景こをもつつさ車なツるを物スつがテる社フ 
最らと時cmはうび、もてく作、卜の、'卜て置丨キのァ 
高飲時代の完しつエはしつりとはだ本ミカいかプツ貨イ 
だむがのガ成てしア見またもい '。物ルンるれルト物ン 
ノウ流コラしキ〇ブえうつ楽うホアモク',、にだ駅ス 
イれロスたャをレなそてしのンメつカプロ灰はつはケ 

ヘスるラケ°ビ作|いの 'いがトリくンラツ皿、た、I 
製キ ド丨長ツ0キア精本も実に力りなツカにテ 実ル 
作丨そ風スさ卜こなン神物の感よ製のど卜丨はンダに. 

•のれ景の1どダがそでだくの色のホ、葉ガイ作ミ 
松味をに中1パ。のI最つ' eでこに小I電卷ロカり二 
山はな 'の〇リ 床ポ高くい木きう塗さム話がンスがア 
猛 'がゆ古cm丨 下デだりく製てしりな上機のハトいチ 
一まめつき 'の 器ィ。にらのいたあ部の、つツ製のュ 





ウヌ/あごがは 
ずれてしもうた0 
4年も前からこの 
カッコですもん、ワ 
タシだって辛いワン0 
ネ、その後どうし 

Iはの漂 
奮iir麵 Lかあたるっゃや時て♦ 

:出蠢華3 
*よのやれ本い卜大こ語テさし法遣の料るI 

.\%%rAr-Vi%i%ni 
°n% 

»ノ砲す山手ブ南形べる あ、ラ 
^ ® 

癸？>4 
疑，“ 
力1と々 

ia力/治 

わな，それで日本人は初めて牛肉 
を食べることを認識。そしてなに 

よりもカボチヤ、トウモロコシ、 
青木昆^^生のライフワ—クたる 

サツマイモ、そして今回の夫役、 
コロッケの素となるジャガイモが 

渡来したつてことも注目です。 
中学教わつたよぅにカボチ 

ャはカンボジア' ジヤガイモはジ 
ヤカルタよりオランダ船が持つて 

きたからの単純発STなれどもま 
だまだ庶民の口には遠いのです。 

ジャーン/黒船 

明治維新といやあ、何でもかん 
でも西洋文明大歓迎。両f挙げ 

て拍手して' 両®fハタバタ、ぅろ 
たえ放題の時？ありまして、善 

いか悪いかわからねど大マネッコ 
大会の極致。 

当時のマネッn•パヮ—は大迫 
力で、パン、アイスタリ—4、ビー 

ル、 バタ— ……現在の日本人の食 
生活にかかわる品のほとんどが製 

造開始されているから大したもの。 
そして日清戦争¥いいますか 

ら明治27年以降ですな、トンカツ、 
コロッケ、カレーライスの三種の 

神器、いわゆる和洋折i理が庶 
民蠢に完したのです。 

襄道の開拓にょりジャガイモ 
が手に入りやすくなり、価格も安 

定したことも理由のひとつであろ 
うけど、この三種の神器は大正、 

昭和を通じ庶民の強い味方となっ 
ているのであります。 

が、しかし、nnッケ、すなわ 
ちジヤガイモ99%モノをょしとす 

るイモ•コロだけが食卓占有率に 
おいて最§に低下しつつあるの 

はなぜでありましょうや** 
そして腹立つことに加えて、だ 

いたいイモ• n 口貧の-}^Vある 
nッぺパンが姿を見せないではな 

いか。これはどうしたこと^* 
-イモ•コロにnッぺあり、nッ 

ぺ^.してはイモ•コロは存在し 
えなかつたのです。まさにイモ• 

コロへの不ilijv*ありませり。 
典子校から帰るなりランドセルを 

ドンとiに放り出し、まんま遊 
びに行つちfNt日。3ツぺには 

さんだイモ•コロは晚ごはんまで 
$狂*フスケノンュ—ルにおいて強 

ハンバーガIやフライドチー 
キンのチヱ—ン店があって、 

なぜコロッケのスナックシヨ 
ップがないのじゃ。 

全国の肉屋諸氏' 今こそイ 
モ•コロの一^る時ぞ〇 | 

リポ—夕！内坂I 

楊けたての 

ィモ•コfき 



IはやくもW山Guys&Galsの 
人気をさらっている。 

ilimir 

一ら.Qiuも大昔 
-M 

ボクたちは知らわ 
に日本全国をSした女 

甘きS生活を夢みつつ、いざ 
カミさんをもらつたら、なんと現 

実のキビシーきことか。つまり世の 
男性の^4{1^ィモ• n 口にぉきか 

えた！^ありて、ィモ•コロには 
なんの罪もないのです。 

それだけにィモ•nnは大ポピ 
ユラ—おかず、庶民：SVあるので 

す。と同時に世のオトnどももだ 
らしないのが多かったつてコト。 

それにしてもなんと損な役？ 
しょぅ、ィモ• n 口君。 

右やつとして_/ 

なれど若者はィモ• nDの味方0 
千切りキヤべツをお供にしたおか 

ずとしての道がないならば、いつ 
そ開，^つておやつになればいい。 

そうです、ボクたちがワルガキ 
当時食したように完全におやつに 

徹するのです0 
アメリカにポテト•ケ—キがあ 

るように、ハンバ—ガ—チェーン 
Cフライドポテトが0るように、 

おやつとして根性キメるのだ,,5 
油のしみた紙がなくとも紙 

袋があるでしよう、nッぺバンが 
なくともスライスの食パンがある 

でしよう。Vモ• npで、を 
持ちなさい。ジャガイモ99%を恥 

じることはないのです、3つも食 
ベればお腹い〇ばいになってしま 

うのはその99%なるがゆぇの1^ 
メリット。これを活かしなさい。 

スナックチェ—ンに進出しなさ 
い•ソ1スをかけてかぶりつかせ 

なさい。 
大丈4KVす、必ずゃ多くの支持 

が得られるはずです。ボクたちが 
ついています。明治以来の®あ 

るイモ•コロを、褐げたての香り 
うれしきイモ•コロを、立派に守 

ってみせまする。 



1B30分、3力月間/ 
’80年代の英会話 

私の運命を変えた0 

私が高3の時、近くに 
住む米人宣教師が 
リンガフオンを奨めて 

くれた、析るような気持 
で統けた3力月がすぎ、宣教師の子どもた 
ちの会話が突然はっきりとわかったときは、 
まるで天地がひっくり返ったようだった。な 
ぜって私の英語の成績は高校時代ずっと 
2か3だったのだから。大学卒業後に留 
学し、2年3力月もヘルシンキ大学で勉強す 
ることができたのもすベてリンガフオンと出 
会ったおかげだといまも感謝しています> 

リンガフオン 米語新スタンダ-ドコ-ス 

福 
リンガフオン米語新スタンダードコー 
スば初めて英会話に接する方はも 
ちろん、次のような方に最適な教材 
です。 
，即戦力とじr英会話を身につけ 
たt、第一線のビジネスマンの方に。 
_海外留学•海外旅行をされる方(二 
•大学受験•英検•TOEFL* AFS 
試験•同時通訳試験など、各種語 
学受験をされる方に* 

I•キに右のM求券をはり.住所•氏名•年令•皸典•電E番号？ 
己1/FKまでお申し込み < ださい。 
て先TI07東京都港区赤坂1-1-12灌池明*ビル 

TEU)3(S8«K2I的 

リンガフォン協会 



、魏項 
をご記入の上お送りください•期閜昭和56年3月10日W〜5月10日⑼当日消印有効 
♦送り先〒543大阪市天王寺区生玉町53-4ヒットユニオン株式会社「跳べ/ブ-マ春 
のプレゼント」係•当選発表抽選の上、〈当選通知書〉をお送りしま1*。ご購入の販売店 
にて景品とお引き換えください。 

裂はプーマだ0フォトコンテスト 
キミの傑作写真をパネル時計にしてプレゼント/ 
•応募規定.， ：'ハレープ写真をお送》Kださい。•サー 

な笔スサイズ以上の大きさでモノクロ、カラーは問いません0 •必ずネガフィルムを同封じrくださ 

• g作品の贩榷liヒットユニオン嫌に帰厲するものとします•貢品と発表布 
査の上、100名橡に入进作品をパネル時針にして表彩状を添えて差し上け•ます。発表は本人に 
直接通知いたします♦期間昭和56年-3月lOHtW 5«10H(C •占U消印冇効♦送り先〒M3 
大阪市天王寺区生玉PT53-4ヒットユニオン株式会社「奴はブ-マだ。フォトコンテスト」係 

♦詳しくは店頭のポスターをごらんください。 

pumn^ 
■:発売元七！!!卜a二TtimsTdii 







自分にかえりたいLBった日.こ 
いま、夢のパーソナルオーデf才の誕生。やっと、僕たちは自分自身に出会える0 
•新発光ランナウエイSK-900•いまコンボサウンドとボータブルが一体になった•ランナウ 
エイの音霣«ここiT進化した。スビーカーにパッシブラジェーターを採用•想像を超え& 
迫力•音がとびだします•スピーカー内部はグラスウールをつめた完全獯立密WS。パ17- 
アンプは雄合30W(AC/DC時}の大出力•-トーン=«ントロー^は，6ノウド•グラ7ィプタ 
イコライザーを装備，コンボの技術が生きています•揉作UU撤ffLたイージーオペレーシ 
■ン,ICフルロジックカセットメカだからはじめてできた*7ンタ，チ•スキップサーチ（聚ぴ 
越し遒曲)。テープの片面、一曲!;ビートも17ンタッチ,赤と緑の光の絵文字表示がサウンド 
気分を高め•。これほどクオティの高いサウンドを•供らは知らないぷ卜抑〇利之, 000 

•►でどうぞ••バイオニ7»ん春肇辱用办セットテー:^ 春ご霸入!«■«のないジャックスクレジッドn:只 
♦あなたが錄齑U：tのは個人t “楽LむなfのI 
籲ドルビーおよびDOはドルビー研究所の商嫌で 

X荏*鐸便笱私害《40号パイ 
[パイオニアポータフ>レステレ 



i 
n 

!111111 

Tiunawai/ 

ランナウエイがあると、そこが僕のかくれ家になる。SK-900、登場。 



鎩えていなければ、似合わない。 

類似Sが出回ってぃます。ラ仆4ングボルト: 

ライ/*ニンダボル/*ジャパン嫌式金社TOKYO：03(295) 8031/OSAKA：06 (264)6071 



ノベ^^^ 

月—梦•, 
ダヨーロッパ纊行が繼fcS/蠹擊》實Bff_た3/ 
グランプリ賞 A賞:^ゐ:L_ Bit 5m_ leu〖趙名 
ヨーロッ/ く旅行 saa^; 

ご招待(7月中旬.10日間） 

|八霣じミ刍遽の方は.&nmaび置嫌に 

,#4i 

叵賞。，。〇。名 

「p«ni■ロミカスポーツソックス 
'[rM 30,000名 

ロミカジ*ツグ 

露』 
UNDER LICENCE BY ROMIKA. WEST GERMANY. 

#日本ゴム株式会社 



デッキシ土ーズの基本は崩したくはないtナれど、 
人間誰しも、たまには息抜きや遊びがないとやィCいけない。 
棊本色3色iこニュー•カラーが3色。グリーン•レッド•イェロー。 
ハンサムな街の男たちが、この夏クルーに加わりま 
男たちよ。色の既成概念を打ち破ろうではない力?> 

明るい太！^まっしろな砂浜。そこでは地味な色は通用しない。 

CEDAR 
CREST 

NASHVILLE 



Windsurfer, 
Windsurfer, DftStt 

Windsurfer. 

00 
•お問合せは下記へ m WINDSURFING, 

~ 〒ISI東京*渋谷区初台卜2-10 
JAPAN inc. 

I Tel. 03-374-5421 
1204スポーツタカ/いン06-21卜7175マリン大暖06-M2-8750 
-03-3«5-«150 (石川県）日本海マリン0762-M" 1919 (鳕本N1)觸本7 



かすかな音の輪郭までとらえ6、信頼の 
ロングセラーカセットです*見逃がせな 
い音楽を侍ち受ける時：マクセルUD 
でストック。rUD STOCKjライブラ 
リーには、ひとつの確かな生き方がある。 

>夕〇グのご銷求は〒104東京B 
It区1「日立マクセル株 
直伝*PP係dでぉ氕@に， 

沙セル,•加ク.ブぃビ：4 
^昭和56<Nm日〜7月31Bまで• 
(〇)烊しくはマクセル•テープ取振店t； 



「ウッドストック世代Jという言葉が生ま 
れた* 45万人を集めたロックコンサート 
**ウッドストックjは、音楽の世界だけで 
なく、フアッシaンやライフスタイルiこまで 
及ぶ強い連帯を生み出した。いい音には 

共感を呼ぶ生き方がある。時代を超えて 
生き残る、力強さがある。マクセルUD。 
ひたむきに音を追求し統けて、11年。ウッ 
ドストック世代に生まれた、音楽専用力 
セットテーフ：デッキやテープレコーダの 

いい音しか残れない0 
あなたがラジオ放送やレコード、テープから錄#したものは•人aて 



綿100%のさわやかキャラクターパンツ 

キヤラパン 

カラーボ/、•イ¥800 ペアであとからついてくる• ボXイランニング¥1,000 ボ^イウォーキング¥1,000 ボパイスタイル¥ 1,200 

^発充元株式会社荻原 
1東京003-494-5711 大阪 «06-245-3151 
1(お取引きのお問い合わせは柬京支店） 
J :〒Ml*3嫌BJIIE?™"1—.… 

★全18種類、サイズはM，L、カラーは籩*に取り梅えております。 
★全国の有名デパート•量販店及び小売店の下着売場でお手Uとって、ごらんください。 
★キャラパン取扱店がお近くにない場合、品名•サイズを明Eの上現金書留で東京支店： 
キャラパン係へ、お申し込みください。（送料無料：発送は4月末日） 

キャラパン姿のあなたの写具を募集してお0ます。若さあふれる、ポバイもビックリのポーズを期持してます。 
写具はカラー手礼住所•氏名•年令•皸菜を明JEO上、お送りください。優秀作10名嫌に、賁金1万円を差し 
上げます。嫌切り5月20日。7月のポパイ誌Uff秀作のキャラパンポーズを掲黻の予定e 



着地の衝擊を左右に逃がす。 
これは、全く新しい発想から生まれたソールだ。 
いま、衝擊吸収性にすぐれたジョギングシX—ズが主流のアメリカでジョ 
ガーの熱い視線を集めているプーマ•:?エダーバインソール。その衝擊吸 
収のシステムをご説明しましよう。ふたまたに分かれたスタッドが*着地 
の瞬間図のように左右に押し広げられ衝擊を左右に拡散し、十分に 
厚みのあるソフトなミッドソールが残った衝撃を吸収。拡散と吸収の、 
2つの働きでデリケー上な足をガーKしま1； 
独立鳋架システムの一体成型モールKV—ル〇一 
ラフロードも安定した姿勢で快適に走れます〇】 
フエダーバインソールは独立懸架システム0ひ 
とつひとつのスタッドが独立して働き、ミッドソー 
ルが動きをやんわりと受けとめます。 しかも、サイズ 
ごとに専用の型によって成型されるモールドy—ルで 1;ソールの縁にそっ 
て完ぺきに並んだスタッドからもおわかりいただけるように必要な位置 
にスタッドを配置。前後左右に対して高い安定性を実現します> 

アツといわftfc 

アイデア0 

プーマ•フエダー■/ 
SMMダ- .W XV-卜只ダ- クイ 
N&I2S3B . Noil254S -■ №1 

ンソールB本上陸開始 

•ロィャルプーx*レi 

I-本物とは何かの問答える一^~~. 
「リ■べ财 
*プーマカタログご*望の方は•本坊名を纪入し切-1 

日本総代理店ij~ベルマン•ウェルシュu-スポーツ用品事業本部 
〒160東京都新宿区西新宿2-卜I新宙三井ビルTEL03(345)3680 

I手500円分间》のうえ.上E住所カタログF-P«iでお申し込みください• pumn^ 







斬れ味一《So2時間ワイド。4月17日から金■夜0RO a 

時代劇スペシャル ヒロイズム〇笑づC、泣いて、斯ポ、槪 
ああ、男だね。ああ、女だね。ただそれ餐 
だけのチョンマゲ映面。ただそれだけ 
のことなのじひと味やotfリ違います 



l # 1 FOOTWEAR 

チヨずシュ-I株式会ij 
本社寧#*/1*玉》*燐玉®ft代HJ宫東1000〒34 

0^04803 (2)011790 

I 
ン神田•美松靴店/新疳•東口三中并顧：店/ 

*ズ/横須寅•ミカサ名店街；^トウエアーマ 
ンズシ^プROKU、ケント.、ウス、NOW、 

中川靴店/加和Iトトッブ洋品店/尼崎•靴の 
/•橋•ヒルトン靴店/福并•トモキ靴店、岩永 
アメンズ本•マエハラ本店/^崎•キンコン 

直輸人•アメリカン 
太平洋をひとまたぎ。 

アメリカントラtKv■ショナルを 
身につけた男の靴がやって来た0 

レ— な靴なんだね•コレが•志？'いい女つ 
へビブラムの3裰顛*ハ—ド感覚のビブ|ばぃ彼女の««,'播-0て》界％篇-<の| 

もし'-^タンク. ラムy—ル2*多ソ—ルもし- Vぜひ2人で履いてほしいな•一； 



ほかのではダXなんだ^ジョージア.コールマンは云った。彼のオーボエは10才のとき、父に買ってもらったものだ*彼は云う、 
sweetでwarmな音色は、どのオーボエとも違う。人間を優しくしてくれる。いま、僕は医師を志してコーネル大で 
学んでいるけれ.ど、そのもっとも基本的な人間を愛する気持た♦って、このオーボエが教えてくれたと云っていい。生涯の先生と云っていい。 

この生き方とモノの深い関りあい、トラッド。日立は使い続ける精神に応える価値ある製品づくりを目指ばいます> 



トラッドは、生き方のカタチだ〇| 
いつtたくさんのご*:見•»りがWございます•この広»に_す6あなたの声をお寄せ<だ'Sh〒101 





g 白がスポHaだi 
i、ず 

コートでフfールドで'自由に体を動かすこと 

の楽しさを知ると暮らしの中にも 

’軽快なスポーツ感覚が生まれてくる。 

器拠との何げなぃ会話ゃ 

街の歩き方ひとっ 

とっても体が自然に快いリズムを刻 

みだすから不思議だ。筋肉の痛みが 

とても誇らしく思えたあの日から——— 

TRAINING (^ 
グリップ効果と*擎吸収を闻時に実現した高坻2®の 
くH型ソール/5.ダ^〉をp用。水や泥をよせつけない 
<ビッグスキン〉はもとiり、 wr 

TENNIS 

多目的i；ルニニングシューズ 

ぷま？与!^^ 

★この他1C,ビックスキンのATLANTA¥9.300と 一し‘ 
”ノ挪⑽AMI¥7.500访り*V. 

僕のスポーッマインドは目ざめそして 

HPアス•レジャー•シューズとの 

つき合いが始まった。タイムや 

勝敗よりも今は自分の心と体の 

^快適さ(Comfort)にこだわりたい。 





「質」を求め続けた、不変の設計哲学。 
スカイライン神話の根底には、人間の熱L、血が流れていた。 

、う呼び名はサーキッドC生まれた誇りあ: 
:2回日本グランプリ。「羊の皮を着た报」, 

Fりある称号だ。 
公狼jと言われた 

スカイラインS54Bは、当時、世界最強のポルシェ9041対決。 
-時はトップを奪うというデッドヒートを演じたことは、いま 
でも語り草になっている0翌日の新闐は*泣くな、スカG*という 
見出しをつけた。多くのレース経験がスカGを大きく成長させた。 11965年、驚異のfV380B^。 

つt、に宿敵ポルシrを擊 
スカイラインの兄弟でもある 

-シングマシンの系譜は 
sのースの歴史ではも 

初代R-380は、第3回日本 
グランプリでついに宿敵ポルシヱを擎破。そして、7つの国際 
ゼ鉍を打ち立てた。次のR-381は.第5回日本グランブリに 
圧勝。世界初の可変式ウィングの装着で*怪烏*の異名をとった。 

幻のレーシングマシンR-383こそ.GTターボのルーツだ。 
ターボを搭败しCAN.AM制願を狙ったR-383。つい(：走ることは 
なかつたが•そのノウハウはいまGTターボに生かされている。 

愛を基本テーマとしてきたスカイライン。その精神をこめて生 
まれた「爱のスカイライン多くの人々か撕い支持をうけた。 
個性あるスタイリングを語る「格悍_!の言葉はこの時はじまる。 

^-^ 1972年「ケンとメリーのスカイラインデビューa 
エポックた^つた、1;ケンとメリーのスカイライン」。 
スカイラインのさわやかな爱の世界は、若者たち 

「質jを追い統ける不変のa：計哲学のひとつの回答であった。 

SKYLINE JAPAN 
，マ \ 









*サトレンクス：u: KK h»f319 7(边»ビル2nO03(836>2tU«i(代） 
M(人命ビル10号tt5F>IM6(252 

iii^J-^MS-2 •••轉 V 4.000 
MS-3 _«優格 ¥5,500 

■ 1~,ポリエチレ 

ESMaA/MNI-STEREOPHONE 

Ho 

E™ Ho 
- - • •• • ■ ■ ■參： 

爾霣V !00,,Aし下•ス1パ.LM0HZ:參馬■•鼴籌城-MHX-18.000H»參 
o^ceM畜*切，スイ-/チ•コーF:我S ■• スわチ：MusclM) VaceM •霄切，スイノ 

«(»*) - 2l9(±gt).TJ , 13-K含iず)鲁外》寸法：^49(9B) - 196 

SWOLEX 



170运の実感 

ジョグを始めるのに春は最高のシーズンだ。 
さあ、アスリートフットへ駆け出そう。 

桜前線ただ今上昇中。春はジョグを始める 
のに一番いいシーズンだ。冬の寒さ、夏の 
暑さの中で始めても、せっかくの決心は3日 
坊主に終わってしまうことが多い。その点春 
は初心者にもいい汗かける。あせらずマイ 
ペースで少しずつ距離を伸ばしていこう。夏 
には立派なジョガー誕生だ。さあ、ジョグSr 
始めようt決心したら、アスリートフットへ。世羿 
の一流18ブランK3,000足の中から、キミだ 
けの一足を選びに選んで,春に駆け出そう。 

•平種田堪(03)203~6200籲東大飯•小10(06)787-3834 
書育山 AJ03) 499-0083參翮大ttJS(06)380-7750 
•ft々木J«(03)320~0920參神戶•，本唐(078)453-5617 

田达（03)233-0293 (078)392-4808 
•-田 J»(0427)22-3747 •饮•山* (0862)32-8888 
參«15»ミ«{(0<5)6<1-8253 •松山洛(0899)46-3900 
•京藝(075)722-3801•裹松*(0878)35-4592 •京藝》北JS (075)722-3801 
• ftAtfCITYA (06)644-2836 
乃ン大•«! •区JIS 









カリフォルニアのスp 
ポーツラィフから生誠 

まれた自然な自然 

な色。さて、どれを選 

ぼうか、と迷ってし 

まうほど、微妙な力 

ラート—ン。私たち 

は発色の良さを何ょ 

りも大切にしている。 

だからこそ、これが 

トロイブロスの色、と 

言い切れるワードロ 

1?;か生まれたの^| 

色でコー ー、ネィシヨ心 

ンする時代には、こヰ 

れくらい洗練されたカラ—リングでなければ、と私たちは思う。その日の気分、目的で、どの色 

でもご随意に。ペアで合わせるのもいい。トロィブロスを選んだ$たの目は正しかった、という訳だ。 



1 
ラマの 

テキサスのエルパソで見fco 

ブーツカットのジーンズ 
にカウボーイブーツ、そし 
て上にはツイードのジャケ 
ット、というのがこの秋冬 
の男のいっちゃんカッコい 
t、~77ッシヨン。そして卜 

ラマはブーツの王様、 
フットウエアなのだ0 

ニー•ラマはフーフの王樣、 
憧れのフットゥエアなのだ0 

♦41**に鎢つてあるC 
念の特》應»であります 

らコしコ横プ 
れ丨たン丁 
てフ日との/ f( '-c g t* 11 -出gMし— 
uniw出ラn 

____ 

Sui忘]^ヶパ李し4っ沿！ 

« k，!深!_谈_:儒賴T 
w n..- yj .,.，せし G .i■なずも S ど、エ2 i 芝ろ t $ s -二--マ, 

nく:ズm以し，ジミp4 
° t置？;i Iぷ5 丫け”。抑素てっ“ひ⑴ち。“ 

-ミ名都 > ツンケのン. 'ス 7ね。かこのつ、な二並ッょシなつわ 
よ会のとッアウズジい夕 て。プつと靴てこんIな彡ビョ么 ゎ^ *' ^ よ会のとツッウズジぃ夕 て。プっ 
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里 

岭プーツがビシaビシ3に濡れた 
ときはヒーターで乾かさずに自然 
乾燥がいい。•に濡らしたとき 
はかまわず真水につけてで洗 
い落し、しかるのちにPWfに自然 

峰プーツが36だらけにな〇て、し 
かもそれ*龙いてこびりついたよ 
うなときは、まずソールかf - 
Lてていねいに 
をかけ、瀵れ_巾でふいてや 
遒ってもとがったものでや| 
_ワックスがけは、液状の 
使わず、ワックス•タイプのペー 
スト •ポリッシュがいい，むろん 
焦色のもの。ソールとアツバーの 
縫い目には防水のためにワックス 

積み革に及ぶ前' ラパー•カップ 
の替又るべき。革の部 
分までJWラしても直せないことは 
ないが、見場くな* 

イプーツの逮いをはっきり» 
と•ス于ツチのないナチュラ 
ウハイドのものがワーク用で、卜 
ツプにステッチ、/〇プとカウン 
ターに飾*)革がドレス用だ。 
螓ブーツのRぎ方は、ワーク用で 
ないかぎりプーツジャック««う 
ぺきじゃない。これはカウンター 
の革を供める。なのは团<7] 
ように糠に乗せ、トウとカウンタ 
一を手えてKぐや*)方だ 

_ _ユ、長さと■つt 
いる二とは*ttltfが、履いたと# 
に多少カカトが中で上下に動*'•« 
る二とが大事な点だ- ‘〜*• 
ばさらにMは*»1 

二一JWこ祕みがあるはす 

トウ•スタイルを気にしよつ 
細かいことをいえば , 

スタイリングにもいろい 
トニ！ラマ•ブーツの細部はこぅなっている 

ひと口にカウボ—イプーツといつても 
*フライ•のよぅなffiiから、ステツ 

チがなくラバ！ヒ—ルの,7Iク巧そし 
てドレス用とある。しかし、なんといつて 

も、らしいのはドレス用だ*そのドレス用 
にしてからがトウのスタイル、-*-CN •メ 

ダリオンのデザイン、kIルのスタイル 
にそれぞれ微妙な違いを見せているの^ 

-それは好みによってどぅに-Tも31ベるよ 
うW*されているわけだけれど、才—ダ 

Iの探にも重要なポイントになつてくる。 
この3点をしつかりとらえていなければ 

才—ダ—も引き受けかねるというわけ• 

A lA 
?0 

カウポ—イブ1ツ'その細かいところがち-* 
かみにくいのではなかろうかと思•つ。そこでトニ—• 

ラマ.プ_ッを裁ち割0て'調べてみたのがこれだ。 
それぞれの^#については知つているとかなり通ぶれ 

るというわけだが、それにしてもやっぱり大変な作D 

方をしているものだとあきれるやら感心するやら。 
トツプにはラィニングだけかと思っていたら、すぺ 

てに中革が入つていたり、トウのかたい部分はスチ— 
ルかと思ったらグラスファィバ—^5剤でかためたも 

のだった〇と、*HWKの発見で、なかなか**になり 
ました*と<とごIIあれ。 

これがトニ！ラマ^フーツの手入れ法。 



構え方て售要なことは、どうしても投げ*という 
息勤*®きがちなので.Rは殖実に写真のGdtて■固 定す6こと，いちゃうと、マッチ痕ぐ 
CJRA/Cいかない。これさえ注韋すれば、大成功/ 

- ほら、投をパチッてさせれば、マッ 
チは見車に飛んでいくでLよう*で、 
初めのうちは》どうしてもマッチがT に向か•>ていくから、意饑的にマッチ 

• 4•上に向けてパチすると.よい。本当、 
かな》)上に向けた，てOKだよ。 
ちよいとうまくな*と、カーブとか シュートだつて®いのままになつちゃ 

Iうけど、ま、それより萬つ直ぐ飛ばせ 
6ようになることです。梅パチの要領 
で腕を動かさなけりゃ、キミI- 

fすツはのも卜写丨てにく身FD 具るや街スんさ翼シいくパ务I力 
各° sH r- >r。れがヨるつブ|£C I 

た入ン。つり明A K かりなそけツ窨T ' M 口-S 
けつ口ちイ 0デか 'テな° 0ま 
ててハゃテ の丨で室キ場アN0 
街ものおム デタね港パでメ I 
奪、胸うを 力が。のキ、リCD wms出 

今、アメリカの 
ドミトリーで 
マッチ飛ばしが 

」流行中とか 0 
ンし力せなどま 

吾5ひmgな！ 

Ml) 
まず、持ち方から覚无なくちゃ 
寺ち方(妇嫌に明*/ほら、指をパチパチ«ら 
〔•しょう，あれなんですよ。嫌播と中指（人によ 

の場合"もある）で/《チノ■{チやるじゃない。 
しま、あのパチす*瞳前の状®を保ちつつ，プッ 
rッチの右半分のヘリ（右*きの人の場含）を持 あんまりガッチリとかてはいけない。そう、 
:、本当く持つことがポイントですぞ/ 

||てァくふぁ 
3!ピパ麥ぁH 
^nulurni マ部だごァいなのけ 

sチノ？とm中 

mmr 
ぱヒ方は問てもを伊命わ 

もソねで困らい0いか至、 

%%kxnhi.t .. 
だの福クど1rすにいゴ実 

マ'li? m 





寶01ng 
RC7トバイが爆f loo 

イといぅのがあって、これはベ 
テランにならないと§に次ぐ 

転倒で、#嫌のむずかしいラジ 
nンとして知られてい-trとこ 

ろが、いま人気絶頂' <京®の 
電動RC才—トパイ<xレック 

.ライダ—>«、1、2回のトラ 
ィで楽に' 転倒も少なくガンガ 

ン走らせられるといぅので、さ 
っそしてみた。 

毒のフレ-ムなど縑かい部 
分は組み上っているので、シ— 

卜*カウリングの1とモ—夕| 
I、サ—ボなどの！**{の手mだ 

けですぐに走らせることができ| 
るのは、気がはやるラジnン小 
|僧の心理を嫌んでおりますく 

全長346ミリ、.^Hflol 
ミリ、ホイ—ルべ—ス236- 

リ、といぅのはかなり大きい。 
電動モ—ターによるチェ—ン駆| 

動の走行に1チャンネル、ステ 
アリングに1チャンネルの2チ 

，..ル式だから、手持ちのプ 
ロボ(送•受信機とサーボモー 

ク—の組合せ) の 2 チャンネル 
とサ—ポを2IBKえばいい。な 

にも持ってない人はSSRせねば 
ならぬ。なければ走らせること 

はI生できないと心得よ* 

倒れぬ機構は秘密なリ 

これが、 
実に快く走ってくれたのであ%上 

あとは走らせたい3にステア 
:• .1 ::Joてやるだ 

Iけ。切りっぱなしでいるとバン 
クがつきすぎ§とあいなるか 

ソ注意'注考走行は美しくなI 
ソないけど、ラダ！ステ' 

ークをパンパンと当ててやる方法一 
Iがと〇あえずは安心である-* 

カタログ•デ—夕にょると最I 
高|30.|\.^パンク角も最 

大45度と実車以上の1ぶりだ。 
それにしてもどぅして2輪で一 

一るのに走行中倒れないのか？. 
5055^*?^といぅステアリン 

グ機構にそのfがあるらしい 
のだが、その単純な構造をみて一 

もどぅしても®tがいかないの 
である。ま、そんなこと4え| 

ょ〇数I 
多く走らせることに會 

がよさそうir 
そして二れ»* 

つてマンiにレ—スをやつた 
らもつとn—フンしそうif 

/とにfしi 

一' S数人僮 
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つなルる7つい村 休 

111IS 
IP 

ン•ですな。そぅいえば、漫画 
『はいからさんが通るJの紅« 

ちゃんの大§が、ツクネの串 
供きと、この <木村屋〉のアン 

パンだったね。 
この、元祖アンパンがiさ 

れたのは治3年*今から11 
1年も前だ。たちまち大人！；T 

当然、味がいいからだ。今でも 
そぅだけど、！USはィ—ス-*-® 

を使つてパンを作るじやない。 
しかし < 木村屋>(7)場合' 日本 

独得の米とン-)-レ备った滷 
檯酵母圍•による製法なんだ。 

この製法は今も変らない。本 
店の7除の工場でひとつずつ 

HH}；：りされている。25グラムの 

iのアンを包んでアンパン 
は作られる。小！^はS品。 

一なる小豆や白@兀豆は、 
|産のものを蠢している。 

，を■で焼くまえに、培炉 
(ほぃろ)に入れて第2^{^ 

させ*。こは、溫度、溫 

一いというチ 
フの；^末三部さんのeだと 

■酵母菌の元気がいい日と*い 
日がある」そうだ。それによつ 

て_に入れておく HTEを加滅 
するわけ。索人が見たんじや醣 

母®のwniなんか分か〇っ 
こないけど、石川さんにはひと 

目で§できちやう。 
こうして焼きあがつたアンパ 

ンは、お酒の香りがホンノリし 
て大美味。酒種パン生地は** 

性が強いから、01¢：ちがいい。 
ビニ—ル袋に入れておけば1— 

mから10日は大丈夫だという 
だからスグレてる。パックパ 

キングの友には最適だね。 

もちろん <木村§はアンパ 
ンだけが充りじやない。ィギリ 

ス式寒ハンやフランス•バンは、 
アンパンとeじぐらいのを 

もつている。ちなみに、フラン 
ス•パンは、焼いたその当日に 

クリスマス•パ■テイに 

|尋 1^fJIs。 

♦0ないff季で■子をとりながら、リ:.. . ズムに含甘Bどちらかにヒネ»HろU?げにKす' 

4もぅI めのスタイルにR«。 
のとき、fヒネつし合う 

亀《 

1.5POPEt务❸ 

1墨獲111 





t—；!—^Jl 爾—'碧 . 
會イングラント.えりめアイゾ會シュミーズの字^なくてし會フランスえりパーMのほ tイングランドえりはテールエンド tフランスえ0パート2のテール，會フランスえ*)バートIのテール• ッドのタグ。サイズ表示がM っか*)と1Z0D•の4文字。うのタグ•大きなワニでしょ• 

でfejl分ttがつ（のだ•前IH翼と後後ろ身さがパートIに比べて後ろ爲供*湔IK*に比べてガパッととなっていて右側についてい•の字が*#きなのにお気ヴこのタグがなかなかイカスの 
ろIWtAl司じ畏さでスソ»i■があるすこし短い。というより/“卜1が！！長いのだ,スソWtもキチッとあってるから違いがはっきりするのきかな•それにしてもオムとだれアイゾッドの文字がど 
という特徴をもってい6のだから• 常に長いのだ•なぜそうしてA*か：ftSに糰*'いと二ろまでK*•っくこだノ1•の文字の上に小さなワかパトロンとか、アメリカ製二にもないところASftいねえ。 前#H<nほうろ身«よりも長いというと、*しい動きをしてfc背中と•それにしても後ろJWIA1*いと®二君がピaコンとめっかってのワ=塞ポロシヤツにどうし具ゆかしいというのはこうい 
シャツというのできないかしら• が出ないようにす％ためなのだ•あわない•かね*これなら後ろがズボンかいるところがとてもカワイイてフランス■(Wイ^#^ うことをいうのかしら•サイ ■T*rノジ，クかもね た01えのようにJBえるけど»いね ら出ち*>う>•いうことはifないia とRうのだ ついてるのかしらん 衣#^もてるのだ 

ーフレツドみ=\—は でシンプルなtがするね*#パイJ780号の| 
アメリカ製もあるの-7^"1||.:!一 

-だ。知ってたかな。 C 1■ 
が作つてい6のだ••どC-がしてあつて 

*s . 蠢に見え.0。そ 
nuLIZAV 

クは麼史 A4i3Jg 
-•-というtの**じ r•.-..-'•^p^.v.させずにはおかな 

:.ね•キミ：sどち 
.ら8 了クがお好 

ウィンブルドンのi&l統、プリ 
ティッシユ.スタイルをかたく 

なにSSSEしていることで有名な 
フレッド•ペリ-^'rギリス本 

国製をなんとか手に入れようと 
頑張ってみたのだけれど、入-7年 

は輪入の船の到着が全般に運い 

一といぅのであきらめてしまつた。 
:そこで我が日本製と、派手な 

iデザィンのアメリカ製を比i 
i討してみたのだ。fけるボイ 

iントとしてはマ—ク、タグ、え 
:り元周辺とボタンという具合に、 

:キメ細かいのだよ。 

ているのだ。そのアイゾツド 
が同じ色でも3種類ぁ4。 

フランスえりのものが2夕 
イプと、-イングランドえりの 

ものが1タイプあるわけ。 

i アィゾッドは色がft 
Iけど"フランスのラnステ1 

i社の作っているポロシャツ« 
iの色とは少し違ぅのだ。 

これはラコス-Myが-N?:-• 
たがわぬものを作ってはい 

けないといつているからな 
のだ•むずかしいね* 

fcol 

1*、 lt身ぅツさ(1ぅと 

k—1 1 'ま分ンい別ら*り タロか*右れかのて r グrt-Aシて.fit力なるkn'ポついもさ〇她い r!i 

11 二lSLB'liLh ふ j^lHa^llpalEa 
^.rrslis v ダ* .oalrな.ilT HH 

D 

ライ1ZンKものと 
直輸Alpのは 

ど3が 
どう違うか- 

_顯議II 
lililgB:111 
■ 

1II iiifr 
.-tフランスえc-•ボタン2 | 

/完つで大変才—ソドックス• ■ 
ンそこにデカ.21の多がつ| 

3?いているのでとて-〇自立つ•画 
Iタグのitいがなければ2 

,1上フランス«ラnステとJC. 
.声.<分けがつかないのじやない かなと«うのirサィズ表 

:y一 不(2フランKBだしね 
B-aaaltフランスえqパ—-^ : 

HIぇりが客ちパ-トーょり 
ml大き：：.SGそれにホタン 

I 7をaい付けてあるfの* 
一^jが•ハ—卜ZSうが広いの睡 li^uitかなのだ*それくらい■ 

S5^1しSいはない。なにせ两■ 
じtsラArWc-SKVゾッ H 

_4たちなSだから — ♦•VングIフンドえc-のご19 
!Tそれにしてもトラッド 

っぼいね•上にg51i«セl 
夕—はVネックがいいかし ら• 3つポタンがKらしげ。 

ドえりの®*やいかにとい うところだね•とにかi 



iアメリカ**ポロのタグ。 
生地と明色の糸けが してあり、ステツチ^m 
に出ている•アメリカでは 
二の*Polo•の«文字にみん なR*■、しれてしまうのだ。■ やはり9ルフ•ローレンと■ 
いうのは5^fんだな ■ 

胸マーク。当然ラコステの文字の 

人モノかの区別がつ< I 
のですよ•これme*'なI 
か困^)な見分- 

Ml^S lilt 
ジ^ 

元*二れ《>オーソドy 會日本®ラコステのマーク。しつ クスという霍窠がピッ 
かとラコステの文字の刺し，うが タリだね*ポnシャツ 
入つていてポロシャツにへばりつ の嫌点はラコステにあ 
いている感じがするのだ。ワニ君 0という釀じ•フラン 
をもう1ぴきふやした'■*«»にか スえり，2つボタン. られちゃうのだよ，*7二が2Eい スキがないし、fcう曾 
たらオモロイやろな うことなしだね 

うのかしら。日本製のラコステの 
マークがどこ製かはlaWKEとや 
らだから、わからLまへん 

:x-^ku^ 
'のか私.ラ^^ 
tぃけなぃか 

峙アメリカ*!ポロ。I 
えりは大き.くもな 
<づ、さく fcなく*と1 
てもいtseじ•な 
んといっても今年 
のポロは色がメチ 
ャ派手。それもア 
メリカ**のほうが 
より、そうらしい。 
夏は過激な色に走 
«しかないんじゃ 

"pシiてカロ iフ 
二し..■ノ 

L.: 製のれ口はシレ 

_ %%.VAyy 
4日本^ホ•口。外ププ、ンあっッ mmと. 
Pill _ ’ nmh 

mmm 
かるとjsうのだがいかが 

100 IbiVi iPW SKnOHはjrわなかったでしょ 
，日_^。のポタンa 

二 _グ.二 
澀ぼ篇ぼ 

55^Sr^»J てテストしてみましょう，いないのだ•夕;r全体がサ 
〆：；-•■；なんていうことはぃいまラリとし#:!*じがする•日 

>-•-.'..せんよ。それは两方とも本も今年は*PoloV)4文字 
'：'ポロに違いないのだものにftってしまう人がふ又る 

:Adiね、大丈夫 のではないのかな 

S 
ポ□を見分けると 

きにはボタンの縫 
付けにご注意。 

§一 1 
0ポイントなのじや〇 

泣く子も黙るラコステ様なの 
だ〇ワニ君が世問をさわがして 

いるからね。日本でライセンス 
生産しているのは三共生” 

ここはフランスもののラコス 
テも直！*入している。〇ま4 

共生興は輪入元でもあるわけ。 

ところが並行輪入といつて、I 
共生興を通さずに輪入してい- 

と二ろがかな D あるわけなのだ。 
三共生興の話では、日けに 

作られるラnステ製品のマ—ク 
にはラnステの文字が入つてい 

aグスが•«*(!夕•対、スまィ入すuTK-Wィ文功ィ： 

pllylJliilip 
!rl:.jr#ii! 1ill 蜂ラのテなフこ示»峰グワのメのぇドれれ峰いテしド字忝 L I 





POPEYE 

がボ^が初めて全編VY 
で困めた特襲号，こ：：でもお 手入れ法VKFッと■しち ゃいました•もちろん、二の 
号の他にもフリスビーやサー 
フポードの手入れ法を <フォ ム〉等X®，ていたのね* だから、いっしょUどうぞ， 

會汚れを落したら、あ•次はシワ㈣MUアイ會雄び目についた手あかの汚れなどは，夕 
ロンを浮かせて、ネクタイに十分スチームをオルを敷いてその上にネクタイをのせ、ベ 
あてると、ふんわりとLてくる.ネクタイ全ン备舍ませた布て好くたたきながら落 

峰裏_も十分スチームをあて*tこのと 
き、左手でネクタイを整えながら14 .( 
当«です。後は、風通しのよい場所でほ んのしすればできあが0 IN 

ジ出ィ；はものン. 

^ © 

t布で水氕を拭き取り.インナーに新聞B 
どを誌め、形を#えて.必ずMしヨシ 
所て艙干しこれ大切なポイントです 

卷 
會逢常のレザーなら、キィウイのナチュラルク リームが最遍1もともとオイルげのものな 
ら、ワークブーツ用のオイルがswwnす 

__w 

早？m. 

れプチ乾き攻ルてブ 

はVI 

\U 
Iあで的えあ大二 Ur mn 
よりこンこなら 
uて:パ“” 

mmm 
形ムウす奎重白洗u い ををイつ気点い K1 き 整夕のかを的ソ2 |51 
えツナり拭にIしw し 

till 

3 **§ t ii * 

fell㈡ 
毒とme 

タツプリの，ルマ湯*■shて' aa »大？めの客»に中性aaBvffo. 
,後は、バスタオルて*さんで上か ソックスをしばら《つけてから.*し 
ら水気を取り、当^ tt=FLです < 押し洗い，力の)£^*«*«です 

を流れいそとに汚た以 をとる丨大 
おaでるの思なれも上当着寒へ力S | 教マおんつわつたのに然てくビは躍: 
えウ悩だどれてだだ汚' しな丨、の: しンみ,汚るしけかれいまるもボ60 
ちパの：iれかまでらてやうとの夕/ 
ゃみ人：?•をもう許 'しな。つ。の40 
い$に'落しわせほまこ いだ唯の ま/ 、マすれけなんうと こかーマ ナ1ポウ-む °いの0 I- m k令^} 
、：■クンといでく 

も除むぞの③方ンいのリ兮れたどおI 

nmlmnhmi 

flfW腿® 

3 

ノを大切にする心が■代を明るくする 



Uさ。ぢ昌S鲞紊と1こ'費？含冷篇51••で霁？し。Is& I い不おのもシ分弱この広ン丨たBIてカバ-、心たや通靴' v 
^ ヮつ“A 

,*nf。”.5出 B 
j °人な：ySって-フギ 买それに少のてはアア 

踔1ぃ'と' 

i^UXVA^t 
• ——v°g^E 

いスんの好にザけが極ががンもンユ風 

マ解ルツと、いこれンてらほン防 
ス消はないもうとはッし 'どッい u svucm すにでこ醺ワ°やザ最。つ範冬れ 

ifシのでスレをてやつ次全もで 

營一むよ ifipfsき 

!_0__r_ 

議 fi 
,とこii不てぶ？,/m しとか依せいなに二のやい 
出！*マ沿气'。 るけんのくヤ、な^)そでい、览、 ，“ 

す•？?'!” ファて： 

uwin沿㈣沿 気げにかなIはのギい 'たくげ口 'き' 
分のかす。、に、ヌはし汚ヌ。、フまなな 
げこ#Uレが 
。ポ“㈣がて4T 3? 

W11W1B®®1K 

f* 

會コットン100%¢)ものが申し分なし 

W% 
トイロン.ストツキングtt*りもの 會この水Aimきに助力を^する 

_0fe ロフアン.テープを使って毛玉攻り，こんvrイディアこ 
助か*) (I)•ンャツを絞ると乾いたとき(USE0ジワが目立つめ1 
スいだwrc千すのがコツd針金や木製《v、ンガーを使う之 
ビや木ついたりするので、プラスチックものが絶対にネ 

ゥ|ル.シヤツの卷| 

ノュ□ィ.バンツの卷——U 



二お4のンスNらもでのは、のI1R3日mシトい■ 

mmm mmm xmm^ mmmu 

______ 
【てアキ所の縮い_がう。ま方卜Iにメ。■■スプどに中。 

■*7 

_ 
'_— 



Best of PflPfYf • M 
ょ寒どに 念法きつら なIプし休か左なL 
う本、無えだはらたパとのフへたみら生いなも 
かポで事つけなめポキはなボ直サさ '秦けけち 
。チはで、どいて丨ツい° I行Iせサのれれろ 
ボ 'すボ；でもドとつ イすフて丨方どばん 
SS.m! P-f沿“」 め取なは うよやに、# 'ドうIしあI年 

ス光に細用圧逆逸きコ う俚とスて つたたのい g 
二で5ヒのT忿1、リスな1思ピはしくとば洗え二1 I乾tモバ杰§機夕を二らかうi 、か人しっいるれE 
力か6かス洗碑にッあ丨このけデこしはてか方キほI 

Iせ分輪夕V *?プら力のスどィの、そもりもャど■ をば。ゴオし取つリかI手二ねな洗何う、の他ンまB 
傷0形ムルアり0中じの段丨；やい足いニスにパで 

さい、けタリシ込ウ-_ 

辦ど、yiuH 4 ニム出さシンンは使："™ /f ヘンしてのグ《ハ用の 

\ Iれのまい着匕ぱI 
:。I防Iはでく $コI 

消屏嫌卺‘シめ手姦で 
ぇ-治即 
ぢり。睪 I出出！u りばし。出コ，》*.、浓 

だど百機を不水口たおホい洗ただんつ いれし丨とE 

^g>^W\© , 

CE»れた節分を重点的にプ 
，ッシン竹*• K>K>9^> のプラシが»»«. (2)さて、 
ブ9シをかけたスニーカー 

とめて洗灌ザブンす ♦. 4# ゥ 中性洗薄!タップシを忘れずにね、 
rシンクオッシュ/ (2)3^來った 
すすぎ。烈な木圧でよ < 洗»を 

•• «>#オルでat；ことで、傷♦つ 
->♦こともで#*のです、 

④ 
⑤ 





/nfkmkc.オニオングラタンスープ 80 
Av 4*1 !it»mn.野菜のポタージュ 60 

_ 0.,, / W 
StUJt /, J, mt.海^ナラダ1,30 
Jilek Jt /m>m/ mtiia/t 

ムトム，*••.仔牛のレ/《ームース1,000 
Etettitb Jt .プルゴーニュ亂エスカルゴ1,500 

■ /W 
C»»*4t J* fMni&f i U "…カエルのプロバンスJR 2,500 

// ,.k .uMfm舌平目の巻物ナンチュ7■ソース2,000 
JfiAeJe j» tnue tM.あぃなめの黑/バターソース1,800 

// • /it/s•“ーアルデーヌ霞サーモン菁切I) 2,300 

Zt/ntMM tiA > U MfkJr.うさぎのマスタードソース2, 
jf^tAlb Jt »*#«/ w Tin …_の薄切り赤ワインソース2, 
c**tf れ-册い—.ロースト2, 
M «»// «. /#.A J, ti.苗8K7)海の幸添え2,1 

J, tuifi.仔牛の《SiWポート酒凰^ 2, 
Sk“ mttme tat l,tln Jt Ptntnet ステーキのマリネ2,800 
細...ぺッ，ぐーステーキ3,000 

(ニース星）700 X-k.(トマト）700 
(マッシュルーム> 700方/#* (レタス> 500 

m GHぢしゃ）1,000 

Food & Drink < 
れンつ料重ないもいコゃ要てっぐれをそそてのとづ化ま分 
は一味理いどる日彼とIんす 'で〇ぱ知のれくよはいまはるのせ と新わの料のの本の思スとるなもあ、るたなれりおうり 'で味つ 
て式えよa新だの脱うの食にに、えそ必めりるよしのああ*覚か 
も料るう中1そ懐にん巒べそもフなの事にの。ヒいにらら深がく う理、に心*う吞よだ雀れのかラいとがは食と食こ、ゆゆがMよ れーヌ、のをだ料る1 2 3 4 5 6^にばとしンかきあ、寧き事とそるるな«い 
は Wdff と-が:は'沿 
Bりルしュた丄す今！fわしぺる理。のこメし名人思知に包都て見 だつ•いI料ケご、弓れ:*t'たこだ おれ二みの生うらめみ市いつ 
。つキ物かaヂくフ る®いとかいがュた通盔。ずぐ込のなけ あュをら人キ気ラ こ孕物はら し轶丨いつ* にりん雑けて 
るaイ少」たュにン となをなと さめのもたか すあで多れも 。ジし懐ち丨しス はフ、いい にな構の店に ごえいなば、 
こIず石はズてで なルち。つ めけ造だでし するる文、自 

SsUJ, メ^/州 cut,. T 7^ i u mJ, J* 
アポカドとカニのサラダ | (胃袋のカーン風煮込） 

JltMt i 4.500ft» 
/ M // 田舎雇y<テまたは 

Jtnu // /tit // u»t仔牛のレバームース 
2 P抑…tinm,野菜のポタージュ 
3 •“ Intu mm «あいなめの用レ、•ターソースまたは 

C“>i 奮い“此••仔#ローストまたは 
P— W…l，M /, m,若鷄の海の幸添え 

5 gUct “》i!!tバニラの■アイスクリーム 
6 « Hi コーヒーまたWICS 
1 guhn'i, “蚱kMu »オニオングラタンスープまたは 

/kfcfr »nt 野菜のポタージュ 
2 PSB // 田金湿■ハ•テまたは 

S»U, J, /*./» /, mt n海の幸のサラダまたは 
Jt プルゴーニュ服エスカルゴ 

3 Pttfki/n Jt tth uuc, »t»ht n舌平iの巻き物ナンチユアソー: 
// ««*/ «鴨の胸肉薄切》)赤ワイン*〆- 

Ki•ム，•" tuki仔牛ののボート通風味 
4 S»U/iサラダ 
5 M ”k“,シヤーペットまたはケーキ 
6 (：•!>"由コーヒーまた«*!* 

1'それSワィン 
育山5 丁目の <シ£•ビH—ル〉 

というフランス料理の店のメニュI 
にして話をすすめよ•飞 

メ 11ュ—の左Mを見ると、*本日 
の料理•の欄がある。才—ドプルと 

肉、あるいは魚の特§理がある。 
料理をn—スとしてとらわれずに、 

もつと1に考えよう。サラダがい 
らなかつたらとばせばよいし、ス— 

プを加えたかったら加えればよろ- 
い。加— はその日、 ギリシャ■.<» 

マリネ' あいなめの黑バタ|ソ|ス1 
マッシュル—ム•サラダを注文- 

まず料理を注文し、それから飲み 
物を注文する。これはセオリ—であ 

る。シhフのビH—ル氏が、『メニュ 
1$んでいるあいだ、とにかくキ 

IルでもI杯どうですかjとnく*そ 
れはいいね、とみんなで注文。このキ 

Iルは白ワィンUクレーム•ド•カシ 
スのリキュ—ルを少し入れた、パリ 

食べる3と在楽しむに»右ゃんと 
XIIユーが篇めな<て《ならない0 



ANNEX大通り店 
003-253-4343 

【本店.«03-253-1431« 
綿糸■!駅前店.003-635-0760 

3塌ジャンポ南口駅前店……003-208-8345 

養二ヒコ 

流8追いか；bるよりも、裘を追い¢1ける……0 

すると流行に0ながるのがK•スイスのテニスシユ|ズ 
テムによつて、 

すでにK.スイスの品*、機能性、 
人気をキヤツチして、自«の直一 

as入★[!売システムで以前から| 

ろう。そのシュ—ズが 
日本で売っていたとい 

う事実は知っていたか 
い？我々—ッピンは、 

||性も拔群です。又、ソール部分 
彼女が手li持ってA.'る？ 1に^;'Tは、、( ご推MのK •スイス。その他店内|きやすLよう- 

に は、 雍格入物の I 
の限々まで気が配られています， 



今日の気分は、ちょっぴりセクシー0 



f工^^ 
0文ビードワゴン 
パンドじなつた。 

そして、日本でfcK然! Single***のレダ-”大ヒット中! -國 



•«&眷咢6丨I 5 
•現金儀格21.000円 

勤,盗法見聞録 
シ ■逮ャしロリ〇そ 

li 
■ 〇台ィを 
B力役ブィぃム眼 

4マルチハンター2 niilE 
麗 tt 0報るな才 tt 0報るなオミは のmがコくをップ 

音、«ン取使夕a 
市けパ集わI用 

視売にアののしなのせ年報うい逃がほ。睹地。卜m 
もの諸なだFて5プなC大こ°す黙ど でで送なS*な离 

f 透 を* 

ケうンいえだンるもニクしスコな 9 w ッこでダ更る。ク優のク日がまッンん —« 
卜と直イにと密リれなス本コうパクと g% ym にc接レすい度丨もの産のレ超ダリな 
スタ®クばうが卜のだ業エ。高力丨ん - 
ポパけ卜らの*をがととレ 性に卜と 
ッコる夕しだけ商こ尊はク 能なの分 。よしイいかれ抜のわ*ト マつ壁/！ 
澳り、プのらばけコせいa イてがい 



このI見なんでもな 
マイクロカセツトレ 

テ—プ5 
と*つて安心し一 

ろLいマシ—ン。ボイスn 
ントロ|ルが付いているか 

ら、啬がすると#だけ作動す 
るのだ。！！*のときはテ—プ_ 

送行もストップ。 

空白なく音で埋ま6わけだ。チ—プス 
ビードを*として(128/妙)で錄窗す 

れば120分の音がつま！•。MC—90 

時mもの音が録音できるのであります。 
付Kのテレホンビックアップを接鋏 

すれば鼋話_音もパッチリ。無曾の畤 
が多い電話もこれで«&と会Bが連» 

しているからテ—プも経済的だし、再 

も2 J先Tビビッと*知。 
あらゆるレ—ダー波{横、縦、^ 

反射波)を逮<ですばやく 

つかからなくてすむのだ。 
とはいつても、赤外雄やワィ 

ヤ—式の遑度测定器に対しては 
反応はしないので、やはり安全 

運転を心掛けることが一番だが 
このマシ—>•を付けているだけ 

でずい分安心した気分のドライ 
プがで#るから不*■だ。 

給電は12>、24>共用タィプ 
のシガ—ライタ—•プラグ式。 

ダッシュポ—ドやサンパィザ 
Wリアパネルに固定で 

き.0取付ブラケット付#。 
すぐれもの3000Mレー 

§ 
<#得のための||蓍*になり、免 

許を取ったら28MHZ(40チヤンネ 
ル)でasKaftが楽しめると 

いう■期的なすぐれマシ—ンだ〇 

免許K*のための案内害付きで 
尚学心%くすぐるところがまた 

いいのであります。家でもクル 
マでも使える拍手嶙%モノ。 

公序良俗に反する 
行為は絶対につつ 

しみたい' 
好奇心は人間を 

豊かにするといぅ- 

この情報機器を使 
いこなして、豊か 

な人間になろぅ。 

これらの情報機器たちを分割払いで買える店がある。 
この見_#ぺ|ジに掲載され一 

ている情報機器は二光の*品。： 
これら情«裰«|のすべてを分： 

«<払ぃでVえる达が、全®の二一 
光シ9ップ。北は北海it札幌か ； 

ら南は九«福两、沖ilまである： 
から近い人はのぞいてみること： 

をおすすめ。まず問合せの霄B一 
をしてから行くといい。 

二光神田03{233)2500 : 

I | 光名古*052(563)CMCNOO 
二光大B06(773)2500 

二光福»092(281)2500 
I |光沖_0988(63)3550 

近<にII光の店がない場合は 
電話かハガキでの注文もOK、 

ハガキの場含は、商*名、商 
品番号、支払方法{一括か分»か)、 

郵便番号、住所(フリガナ)、氏 

名(フリガナ)、年齡、電B#号を 
書いて揉印(18歲未鴉の場合は 

保B者の署名印も必*)の上ポ 
ストへ。あて先tts記のとおり。 

〒133東京S江戸川区北小岩2— 
21119II 光181係 

電話での注文は 
東京03(671}2500 

f ?午前9時、—9畤) 
7日m無料で試用した後、代 

金は後払いでOK。万|気に入 
らない場合はもちろん返S可齙 

(£送料のみ自己負担)。注文し 
て約2am前後で届けてくれる。 

楽輸送途上での破換や故«はも 
ちろん交换して <れる。 

またこの情報機器を使用して 
のトラプルをおこさないよぅに 



START ■■翻崛 iQUOT/ATIIOMm/AIi 



diatone\^ 

づくりが 
生ぎUA耳を.嫌に(A 

音質至上だ》ダfヤトーンItラジオ 
カセットの音に完成度を、バローを求めた， 

高級コン/！？ーネントの世界で築き上げてきた 
厳格なノウハウを借Iみなく投入•そして、い么ラジオ 

ヵセッK0新たな1ベー;^W!かれん热く銳ぐ全身を直5 
ねみは、v、ままttDラジ村セッ音に.まだ满足してい 

參ある時はft<.あs時はやさLく， 
tmt,皆Rを白在にコントロール* sポジシ■ン 

:出力 #16oa + 2.5<■ + 
:■イ*6スビーカー•ダ{レクトチェンジを可能にLたフズヂータッチメカニズム•岛級 

デッキなみの*7ウフラックー.0.05%(WRMS)»*7ンタッチでの闲後10曲自«遘曲參メタルテープ 
対応•自M卷き戾し.自肋 <<7返し機能參外杉寸法•戴最/轘705ズ炻さ230ズ奥行130^8.51«<乾電池含む） 

tfnグ«求/»希 <5の機糟.形R明idの上〒963福島«B山市栄》f2番25号=S 



♦毎度おVi染みa Iラ—スケ—卜はLAのヴXニス•ビ—チから広がったんでし4_•ね*と文たちも承知 l 

iffi 
■スホーツすること、遊ぶこと' 着 

ること、食べること….すべてに陽気 
で簾的な、西海岸のライフスタイル 

は『ホパイ』にとつて®要なファクタ 
—だ。その西海岸の中心都16^ロサ 

ンジエルスを『ホパイ』：^度，5^5 
している。そこでまとめて保*^-K 

SMTコチヤツとまとめてfしたぞ。 

4 
サンタモニカ—2U 

>A^Wルぐらいなものなんだけれど、 
U-脚如しゥか〇雪は積る〇1977年 

7>。000には8 メ—トルも積つたんだ0 
ゥ¢3もちろんこれは特別' まあはつ 

きりいって日本のスキ—場と同 
じくらいの降SRI昼' 降るときも 

あれば降らないときもある。た 
だし' 全面スノウガンMなん 

てうれしいスキ—場もあるから 
1曾が少なくて»れないなん 

デ<ノまで行き、180|^でビッ 
グ.ペア.スキ—.エリアへ、 

その玄明口が < スノウ•ヴアリ—> 

さて、大きな、しかも人工3 
のiのあるスキ—場を2 0紹 

介しよう。ひと0»<スノウ•ヴ 
アり一〉。10霜でサンペルナル 

乗りが2本、残りはすべて2人 
乗りで計12本のリフトがある。 

そして、もぅひとつが <スノ 
ゥ.サミット〉、*11 合•のちょ 

い奥にあって、すぐれた二-Vに. 
定員制。イライラのリフト待ち 



キミ,僕の□ー ルスに果る？ 
巧x?iご「siではィ 

?毛 tliW 露 mg 
11 j 
•il- 

しド安说ルほ.…ね沿 
备打驾沿1^ t、lf4. 

あ$夕0セル日错、レルいちヴ級‘ 
の|をらスシ忉〇こ ン、たのア車 
ル|，叶るでやルれが ルた、さIや 
ヴ吞1 °さべ/る馆一は実なヒた 

|!母 |1| 

$ヴ1| 一K—;1 

ヴXIIスはスポ—ツ少年にと 

ットボIル' •ハドル■テニス、 
フリスビ—にジムナステイツク 

-で、各種のスボーツが楽しめ 

そもそも、ビ—チ•口—ドで/ 
大第fTの口—ラ—スケ—卜はこ^ 

の街が*！T: 

て、常に300足のス如ックが\ 
あるといぅからすごい。1時W一 

.•ュij借りて1ドル50、1日なら4ド 
ル50に*^だ。もちろんニユ— 1シユ—ズも85〜250ドルまで 

各種あり' セイフティやソツクー 
ス'グロ—プ、パ—ッ類も充実一 

しているのだ0 
さて' ビ—チに出ると、これ： 

ぞ、パラダイス。蔑したスボ 
—ツが'ジムナスティツクを除 

いて、すべてHitで楽しめる。 
もし、利用したいn—卜があれ 

ばゴンゴン使用して構わない。 
使用中な4 

テニス。ヴh 一|スには8面のn 
—卜があり、各n—卜とも50分 

-1時閭ぐらいのサイクルで交 
代してゆく***••てるだけでも楽 

しいぞ。最後に、チョイお腹が 
減つてきたら <サイドウォ—ク 

.カフH>のテラスでiを。 
オムレツ料理がこの店のゥリだ。 



-メシ剪もう何年mも統いてい 
kる日常の茶fだ。女—一 

■びこんでパンテイを盗んだn 

usctuCLA-E じD 
サンジェルスにキャンパスを構 

えるこの2大名sは' クロス 
タウン•ライバルと呼ばれてい 

る*ひとつことがあれぱ、US 
C派とUCLA派に、街は真つ 

ぶたつに分かれるからだ0 
燃えるようなエネルギーが嫌： 

§の窓とい*备にペンキでい 
たずら害きをしたり"はたまた 

駐—の車のタイヤの空気^® 
いた9…：と、や〇たい放BT 

さて、これが近年はますます 
エスカレートしている。仕掛け 

たのはUCLA。i数人のグ 
ル—プが'へリコプタ—を借〇 

ンポル、卜 
覆)に 

発するのは、もちろんカレツジ 
•フットボ—ル？^«Eの日だが' 

過去幾多の名！^、名場面を生 
んでいるフイ—ルドでの戦いは 

後に雄るとして、ここではフイ 
Iルド外での戦いを話そう。 

1人をつかまえた。そして' 丸 
坊主にソリ上げたあげく'頭に 

プル—イン•カラ—のペンキを 
塗〇、キャンパス内の樹木に| 

晚中しばりつけておいたのだ。 
すると、その翌or はU 

CL Aが反擎に出る。useの 
のソックリ版をギャグ 

1118でプリントし、useのキ 
ヤンパスにばらまくといっ.た具 

芎戦いは果てしなく統く……C 
もっと手のこんだものもある。 

iの試合当日、LAメモリア\ 
ル• naシアムは10万余の大親i 

衆でふくれ上がる。こ二でハプi 
ニングが起こったのだ。 

蜜の嚓、人文字を描いたり 
するために力—ド•スタントを 

使用する。この力—ド•スタント 
でUCLAの人文字が浮かぶは 

ずだったのに、なんとPSCの 
人文字がUCLA側のスタンド 

にできたのだ。サァ大変' 観客 
席は騒然となった。あとでわか 

ったことだが、useの学生が 
この日のために1年前からUC 

LAに§スタント裘の委 
貝になりすまし、：®^のぅちに 

すり替えてしまったのだク 
最後に、ヴィクトリ！ペル 

檐関車に取りつけられていたも 
ので、それを1939年にUC 

LAの同がマスコットの意 
味で§に寄_、41年のヮシン 

トン州立大との開から登場 
した。しかし、ゲ—ム終了¢1" 

u c L Ais*®にまぎれこんだ 
useのi6人が、ドサクサ 

にまぎれてトラックごとI 
盗んでしまつたのだ。11 

$、i当局が正式に 
返却を要請し、よぅやく 

UCLAに戻ったが、以 
後' 互いの試合の勝利の 

シンポルであるリウォー 
ドとして使われ、勝者が 

fのゲ—ムまで1す 
るこi:にな〇ている。 

その差1とい-OSISHH-?れほど 
ものかi兀て <れる。 

なかでもの逆§•と 
して、LAはむろんのこと 

I J-Kigilのウズにf ない。この年、useは、すい星 
VIズ：のごとく登場した〇 

1; 

>LAのスnアは27、US 
i26。残りa®は2秒。f i立大など.して8勝1分と土 

!じて疑わ， ‘：：: .の快i'堂々の¢1 
つていた。 

パシフイツク8カンファ 
ス優ともいうべき： 

がUCLAの勝利を信|» 
なかった。その®s、use- 

フィ—ルド•ゴ—ルの 
得た。太®^は、息を殺してフ 

ィ—ルドを見守った、useの 
キッカ—' F•ジmlダン¥ 

はプレイに入るまえ、ひとつ、 
ふたつ大きく深呼吸.•…、そし 

て、勢いょく右足を上げ、ポ— 
ルをキック/ 

—■やった/38ヤ—ドの7 
ィ—ルド•ゴ—ルは見事に決ま 

った。ウォ—ツといが 
沸き上がると同時にの 

残りI®は*〇•を告げ、use 
は29対27の大iで勝利をものi 7と逆転' fは終f 

にしたのだ。fuseのiがフ：追場のUCL* 
ィ—ルドにドツとなだれこみ、：に入るとQoyGG •ビ—バ 

.•本のTD“ 

伝統の1にふさわしい 
この的ゲ—ムは、N 

cAA077ww#BKMf 
試<aに選ばれたのだった。I 

プソンの活aで8勝1敗、$ 
ランキング2位につけていた。 

|方のUCLAは、強豪ペン州 
立大なJ 

つかず< 

(1点)失敗がu< 
もたらすのだが……。 

迎えた第4クオ—夕—、最後の 

メモリアル•nロシアムで行な 

先制したのはUCLAORB、 
G •ジ3 Iンズの12ヤ—ドラン 

だ。しかしuseもすぐに反擎 
に出て' fHWH'のP •キャッ 

シユマンがパス•インタ—セブ 
卜から55ヤ—ドのランでTD。 

続いてRBシンプソンが15ヤ— 
ドの鮮やかなランを決めて14対 

.—>«終了した0 

ンが、今なお*史上最も感動的 
なラン•と語り継がれる*Sな 

TDランを§した。なんと64 
ヤ—ドのロングTDラン、これ 

で20^8、そしてキックも成功 
L、oいに； -に；；：対20といぅ劇的な 

幕切れとなった* 
このランか、TVで観戦して 

いた少f二—•ド—セットや 
リッキ！ペルにフットボ—ル 

Iめさせるキッカケとなった 
のは、有名な話だね。 

•さて、yscとUCしA両校 
の？«は81$ 在 USC29 

1r UCLA15勝、引分け6。 

夕 ， 

^uy 



〈フアツシヨン•フボLA編〉 

放出口麗で見つけた14ドルの 
カーペンタ—パンツを使って一 実験 

あるいは日?fe浴と、LAつ子た 
ちの§の遊び場となります。 

ビ—チ•ファッションの最重 
ITホイントは、カラ—を重視し 

たn—ディネイション、それも 
ただ派手な色の洋胆を組み合せ 

ました、などといぅのは不可。 
鮮やかな色'4-組み合せつつ、し 

かも爽やかさが目に見えるよぅ 
な品のよい着こなし、これがビ 

,Iチのお洒落なのです。 
当然、フットウHTにも要注 

雩ビ—チコウマ—なんて絶対 
に履かない。たとえば、よく洗 

い込んだ真っ白なスニ—力—、 
これはぜひ、$したいね。 

•ウインブルド； 
bアロハもビ—チには欠かせ| 

ませ.^ブル—のパンツに、宝 
物のヴィンテ—ジ•アロハを組 

み含せてみたら大成功。シュ 

—ズはコンヴァ—ス.ハイトッ 
プ。16ドル。 

C力—キ色のパンツは、ほと 
んどの明るい色が含ぅ。そこで 

オレンジ•イエローのフレンチ 
•スリ—ヴのTシャッ。20ドル。 

イエロ —のメイン•プ—ツは28 
ドル。 

dちょつとまぶしがり屋の彼 
は、グリ—ンのパンツがお気に 

入〇*黑い肌つて、琢色が似合 
つていいな。赤と白のストライ 

•派g色めのパ 
ンツには負けず 

に派手なシャツ 

Iのタマムシ•シャツは45ドル" 
nンヴァ—スのテ—スジュ—ズ 

は20ドル。LA •ドジャ—スの 
ベ—スボ—ルへルメットは*ド 

ジヤ—•スタジアムで8^物. 

fあつけらかんオキラク•ム1 
Iドの女のnは、パステルカラ！i 

丨っぽい淡いプルーの力—ベン79* 
夕—で金STハイヒ—ル.プリT19 

ントのVネックシャツは、フイべ 
オルッチもんで10ドル。アディtt-r 

ダスのピリ— •ジ—ン•キング！！ 

さて最後に、fで登場の女の勤 
コ、ヴHall力は、rボパィJP州 

サンジHルス¢1*から飛び出し-<- 
たモデルさん。の魚J 

のポスタ—でもおなじみね。• 



ビ" ^おじさんの 
=Amm 
に大歓喜する。 
紹ナムて。象うてだ 

そ！に'?？ 
りゴよ•物ん でLン、 
上Lうマ男な もAキニ 

了 7ン；夕 な#ムにあさハな 

の妙技を見物しない手はあ〇ま24 
せん。 2 

なにせ、そのテクニックたるt‘ 
や、fのほとんどが試合そつg 

ちのけで見入つてしまうほどな»«. 
のょ。要するに、袋入りのビI I 

ナッッをお客さんに向ってほうJ 
づてょこすだけのことなんだけ976 

ど、これがなんと百発百中/て 
おまけに、マウンド上のビツ-r-v 

チャ—が投げるポ—ルに合せ抑 
て*ファスト•ナッツ•、•力—•« 

プ•ナッッ/ •ナックル•ナッs« 
ッ•の' 三色の変袋を役げ分f 

けてしまうのだからびつくりす-v> 
4。 一 

1泊300K 
:豪圃 

さすがハリウッ5 
けで、LAには起スノッブな豪 

華ホテルがいくつかある。'ゥ 
Xルカムトゥホ—テルカ 

—リフォルニア.'なんてィ 
ところが、そぅした®！^ホ 

テル、あまりにもiになりす 
ぎてしまい、スターたちが泊る 

には少々不部合になつてきてし 
まつた。そこで彼らは、おなじ_ 

だけどあまc-知ら• 

60ドル siieM 
響手紙を出ftfl«lIK7 

•れていなぃ、見つかりにくいホ 
テルに移るょぅになつた。その 

代表がここ、〈ホテル•ペルX 
なのです。 

住宅地というと、ビヴア 
リ—ヒルズばかりがだけ< 

fはそのKのペルエアの方が' 
格はずつと上。そのペルエアに 

広大な敷地を持つ〈ホテル•ベ 
ルHIVには70しか部屋がない。 

あとは白mの：fガ—デン•プ 
Iル' レストラン、パ—などが 

パラパラと散らばつている。つ 
まり、iのほとんどがコテ— 

ジタイプで、それぞれ専用の駐 
車ST を持つているのだ。 

1泊110ドル〜2000ドル' 
|生に一度は泊りたいね。 

<H0telODeTAir> 701Stone 
Canyon 刀oap-BeTAir 

_ プ—ルサイドでG 
だらけた^*義は 

熱いシャワ—、そして 

マルガ3|夕0 
なにやら_なお酒5.でないカクテルが大好 

Vなアメリカ、最近のお気に入りは、なんとい 
-てもマルガリ—夕です。あの、喉をしめつけi |卜> では、少々毛色の変つ 

▼メキシn料理の辛さを*^すべく開発された： : 
|ものだけあって、つい気楽に流 

れてしまいがちなLAの$を、 
ほんのひと口でキュツとひきし 

めてくれる篇薬というわけね。 
さて、LAで最も美しいヨツ 

トハ—パ—といわれるマリ—ナ： 

デル•レ弋ハし 
一たレストラン<x“ 

.トニ 
た齧一 

;ます。 
一^的なマルガリ—夕に、 

バナナ、ストPベリ—'ピl 
チといったフルlツ•ジュ丨 

スを加えてミツクスした*フ 
ル—ッ•マルガリ—夕•がそれ。 

3種類とも、それぞれ 
違った甘さが加わり、 

Sに—的なトロビ 
カル•ドリンクとなつ 

ております、ハV* 
<EI Torito〉13737Fiji 

waykarina del Rey 
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North Hollywood 
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ばAmsprtngst， ■aw in| 

八ンバ|ガ！べスト10を 
発表しよ5。 

偉大なアメリカのファストフ—ドといえ 
ば、ホットドッグとハンパ—ガ—。ホット 

ドツグは*コニ—アィランド•スタィル， 
がfように、本来ィ—ストコ—ストのも 

のだが、ハンパ—ガ—はいかにもウェスト 
コ—ストのものという；^かする。そこで、 

LAのハンパ—ガ—のべスト10を還んでみ 
た。どれも◎印のものばかりだぞ。 

肉といつしよに_する 
グリルドオニオンが美味なり 

aMOK1:0a<ザ.グレ—卜 



にやンダ-;リハはチそ死ツ オビパまテ;力I 、リの守トウ 
IクIたじ；；ンモい.名しバエ ダルガ、ゃご.二つパもたIス 
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11694 San Vicente Blvd.. 
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プロカメラマンによる 
新アングルへの@ 

挑戦シ1/-ズ….成 サーキットはいつも熱い。 
痺れるような疾走感覚の砂、で 

200km/hは切り撮られた0 

樣準愐格： 50%F 1.4付¥85,800 40%F 1.8付¥74.800ボデ<のみ¥56.300エバUfVケース¥4,000(別売） 
《らくらく貢えるコニカクレジット>ご予算に含わせて3~20力月仏い、ポーナス払いもOK^詳しくはコニカクレジット取扱店へ/#カタログご希望の方は、ご職業、ご年令を明記の上ご謂求ください。 







こだわOJKIがあれば、いつだつてしゃれていられる。 
たとえばプレツビーの連中。みんなこだわりまくつて眼 

を着てる。ポロシャツならラコステUやなきやつて讕子。 
それを気分で組み合せ。だからしやれてみえるんだね。 

リン気分にひたりたかったら、ま 
ずこだわらなきやいけない。たと 

えば今やモテモテの予備校生ルッ 
uniク。そうそうブレッビ-って連中 

あれね。あのプレッビ—でマリン 
一ひた〇たいね。 

東部アイビ—リ|グへまつしぐらの羡し〜 
いプレッピーたちだけど、もっと*し〜いの 

は連中のものを選ぶしっかりさ。こだわりま 
く〇てて、それで良いもんを知ってる。 

たえばttはLLビ—ンやトップサイダ—なん 
かがお気に入〇。ポロシャツならラnステ、 

B •□?シャツはB •ブラザ—スと着るもんが 
ビッシリ決まってて、どれをとっても、うん、 

と-ずける良いもんばっか。 
それをほんと、§に着こなしちやうんだ 

から。ポPシャツonポロシャツとか、ブレザ 
1の上にマウンテン•パ—力とか、フォ—マ 

ルなのに運動«•でドレスダウンしてたり。 
その上、なんとなんとぺ二—口—ファ—を 

棄足ではいてしまったりすんだぞ。それがビ 
ッときまってて、しやれてる。 

たぶん人と同じワ—ド〇—ブが多いから儡 
性とか自分らしさつてこと#HIして* Sに 

人と違-0*かたを生^93したんじ«>ないかな。 
それにやっぱ重で、資金ぐりが大W•たか 

ら、自分の持っている服を*H<«に生かすエ 
夫をするようになったんだろうね。ちよっと 

独断かもしれないけど……、ラん、そ,う 
んだ。それにlltfsoかけて、何でもかんで 

も«い込んでると疲れち't>う。洋服ってf 
くなっちやうものがありすぎる。こんなのジ 

ャパ-IIズだけなんですよ。 
ポロシャツ|つでもちゃんとしたの選んで 

おけば、時代を生き抜ける。 
ラnステのポ□•>ャ？^んか、生地がクタ 

クタになっfcって、ボタンは取れないって言 
われてるしっかりもの。デザインだってもう、 

40年間変わっていないんだ。だからプレッビ 
Iの必須アイテムなのも-ずける。 

そんなプレッビ—#*こそ見習0て、海の 
香りをたっぶりしみ込ませて着られたら、こ 

り«>も-rMWIO 
確かものI _っていれば、流行の波が押 

し#せたつて"I気に10ノットでlilりきれる 



;»、お*Iじみの 
Fカラー、2つボタ 
tうちん^永速の- 

ござんす。V5.80(kショートパンツ 
は、ホントウにマリン気分だねoV5,300xヲ 

ワニは全部フランスから来るんだソ〇 
日本人の体質を計算したものを 
プラスして、ラコステ社に送る。 
ラコステ社は橐材、縫製*色 

だしと編く、厳しくチェックし 
まくって送り返してくる。=1¢ 
生興は、また作り瘟して送る。 

‘ —• 锕回もくり 
《が出て商品が 

できあがったとき、初めてフラ 
ンスからワニのワンポイントが 
送られてくる。そうあのワニは 
世界中どこでも屏じってしるし。 



讎_ 
海|^ッ同志だから、マリン気分。0沿_|_!|1_疆謂"： 

闻を■よ5かなってヒきこそ、こだ.0〇 f-^f.!a'lfはmiiuぃ？：のが、クル'Iの使命でfまして......。とに «を着ょうかなつて!2きこそ、こだわ〇 
精_で透んで、ビう着ょうかなつて!23に 

こそ気分、すなわち流行かもしれないね。 

ボ—イのお気にいりのメロディは加崔三節、かくヨット0つうのはハ—ド*ハ—ドそのも 
空を見つめてオリ—ブが笑うなんてばかりがののマリンスポ—ツなんすよ0 

マリン気分じやない。 東のこだわりitが加山雄三節なら、西の 
波にザンザンやられても、45度45度とジグこだわりはザンザン波を受けて立とう0てこ 

ちよつとしたアメリカ通ならみんな知つて 
ると思うんだけど、ハンテンつて人気ものな 

んだよねえ。まつ、人気はともかく、ど•£ 
てこだわるかつてことだけど、これがまたシ 

ビレまくる。 
suitsサ—フィンは、動きのハ—ドなスボ 

—ツ。かれこれのサ—フトランクスつ 
ていったら、もうサイドシ—ムは裂けるし、 

生地自体もやたら破けやすかったんだ〇て。 
で、1960年、カリフォル||アのサ|フ 

ァ—が、自分のためにデザインしたサ—フト 
ランクス。厚いキャンパス地で、シ—ムの部 

分はダブルステッチ、パ—タックじてある超 
動きやすいものだった。これがハンテンプラ 

ンドの始まgんだけど、このサ—フトラン 
クスが、沖のサ—ファ—さんたちにすごい人 

—イ衾分- 
流 ft もの i 

Jだわれる気がするね0 
印じ«»ないとこだわれない〇て人が 

i行だってんだから。 
ら、しやれるって* 





Road 
このケブラーとスチールによって、はじめて、確かさを感じる固さを持っ 
た乗!)心地がうまれたのです。強くしなやかなアスペックの居住性比 
ここ丨龙密があるのです。路面からのショック比螫通、振動と音にわけ 
られますが、この組み合わせによって、振動も音も驚くほどマイルドな 
フイー!;ングに変えることができました。そして、D.D.構造の意味する 
「二重jには、もうひとつのわけがあるのです》つまり、高速時にタイヤ 
にかかる大きな速心力によってせりあがるベルトのエッジ部を強化する 
ため、ケブラーベルトのエッジ部が折り返され「二重」になっていること 
でt■。このため、ケブラーとスチールという興質なものの組み合わせも高い 
剛性を保ち、高速走行時もエッジ部分のせりあがりが少なぐタイヤが均一 
【：»面に接します> ラジアルタイヤとしての高速走行性、運動性能を高くU 

しかも、すぐれた居住性を持っァスペック。実 
があったのです。新しい素材、新い、構造という 
このドラマチックなドライビング•テイステイを支itて』 
いるのです。アスペックこそ、名実ともに、新しいj 
ラジアル。明日のラジアルと言えるでしよう。誰もがj 
望んでいながら達成できないでいたことを実メ 
現したアスペック。これこそ、ハイクオリテイ。 

貢い上げの方にもれなく、アスペックマーク人りのメタル•キーホルダーをプレビント。(詳しく呔知ンベーン実施販売店でぉ尤ずねください。） 



風に逆ら、て、走ぬんて、まるで大人のロマンスだね0 

V 

Sexy 
くしくも、大人のnマンスとニキ•ラウダも言ったようにアスペック 
のドライビング•テイスティは、実に、成熟したフィーリング。逆らわず、 
無理なぐしかも確かなロードホールデイングに支えられながら、ゆっ 
たりとした走りをつくり出してくれる。たとえば、春のやわらかな日射し 
がふりそそぐ郊外の道や、外灯が光の糸のように統く夜のハイウェイを 
走るとき、その道のセクシーな美しさに胸おどるなら、アスペックをは 
ぃて欲い、。もう、ラジアルも、走りのキャラクターを表現する時代に 
入ったのだ。パフォーマンスだけでなく、走りの味わぃ深さも求める人 
たちのために、アスペックはうまれたと言っても過言ではなぃだろう。 
快適さと性能のほど良ぃブレンドこそ、アスペックの命だ。では、その 
アスペックの走りの秘密を解き明かそう。 
アスペックの構造の最大の特微と言えば、やはり、このD.D厲造だろう。 
デュオ•ダイナミックス(二重の力学 >と名付けられたこの構造こそ、 
アスペックのクオリティの高さをうみ出してぃな?)です。従来のスチール 
ラジアルタイヤと遠って、アスペックUU特殊スチールのベルトと、ケ 
ブラーと呼ばれな芳香族ポリアミのべルトとの組み合わせで出 
来てぃます> このヶブラーi抹国デ^^ttだItT生産され、しなやかで 
経ぐしかも強期U酎熱性、酎水性にすぐれた特性を持ってぃです* 

’81春のジャスト•フィットキャンペーン実施中參4月30日まで(北海道地区は5月20日)ァスペックI台分お 





USA プロ 
バスケットチ丄の 

エンブレムと 
T シャ 

一露 
1-0■ 

バスヶッ• 
ルはまだまだつて感じだ。 

これは、日本S入代理店が 
今まで積極的でなかつた' とい!!_ 
■ぅのが理由らしい•でなかった 
Iら、アメ •フトなどと§に、' 
™デザインの面白いB • BブロチU 

ムのエンプレムの人気が日本ル， 
■で出ないはずがないもの。 

日本の <タチカラ> が頑强っご 
■てくれました。頑張りついでにぶ• 

JAの12チ—ムのTシャツ、f—— 

REIr 
kショルダ—バッグを紹介0 

.1§えあればキミもプログラマ—0 
11 .nンビユ|夕> 

一は、コンビユ—夕Iのプログラ 
ムとマイnンの基®®シ 

がわかるエレクトaニクス入鬥 
用の学習ゲ—ム機であります。 

Sしながら奏でた音楽を記 
愴させた〇、自分でプログラム 

並べ、 

fボ—ドyn 
-•»発光板を利用して、 

111山くずし' 数字合せ、 
スロットマシンといったゲ—ム、 

8ケタまでメモリ—できる四則 
1計算など、魅力の機能がいっぱ 

いなのです。で、このスグレもの 
|を屋にプレゼント。暴111裘 

都台東区蔵前41618、• 

これでアメリカの主要なアウトドア用品は、ほ 
とんど日本で手に入るょうになつたといえるね。 

RE—n—ブの製品がついに輪入されることにな 
つたのだ。うれしいね。 

今年の1月から輪入のfが始められ、4 
月には§のデパ—卜、登山用品屋を中心に 

丨売られるとか。輪入代理店 
+は日本報栄(003. 382 • 3 

17IIREIn—プの製品に 
ついての問合せも同店で申しう 

けますとのこと。 
.で、うれしいことがもうひと 

つ。REIの製品のプレゼン 
卜だ。<RE—デラックス.シ 

ルダ—バッグ> を5名 
様にさしあげます。 

n—デュラ•ナイ 

全国的に日本啃れの本日、若 
.人は野山をかけめぐる……とい 

うのは昔の話。現代はn丨卜を 
かけめぐる青春なのである。 

.8' I 
ナノテックル 

iaンrミニ. 
Tパイ係.，まで。 

>ゃぉう。_w 

といそいだ。，ドアを開け、降り 
立つ少女、その右手にバッグひ 

とつ。なんと、テニス用具がI 
式コンパクトに詰まっているで|イ係lk.0103 

はないか。少年びつくり* 
そこでこのsな <コ- 

キャディ> Sサイズを3名にプル 
レゼント。ボ—ル、ラケット' 

タオルetc、必要なものがひとま山 
とめにできるから、テニス小僧山 

ならぜひ持つていたいバッグだ 
ね。宛先！！135轰都江東区木場■ 

614138、气 -38、㈱エディスrn — 1 



會服梅の街を歩（アイ 
年の明て-;主目の(AM 
03.404.0980は、トレ- 
は目 II ありの店 4 デU ■--- 
よさとな作りで多くの支 持を受けていE色もいい。 
•為*®!)円のこれをS名にプレ 
ゼント〇カヌー*まで 

m 
會アメリカの！•ラッドメー 
カー、J .プWOW)ロゴ入り 
卜Iナー。日本ではctン ワード> fX03-272-Z311 b'b 
の免光0さすのカンロ 
ク，ネームがいいね<>#5,500 円。亂赤、グレイ3色で1进 
プレゼント，J •プレス係まで_ 

IN> 003.472411 
，一はアメ yカンづ プ•「カツコいいだけじ，義 

ま甘ん。サイズtあ•)ます. 
広告コビーどおり、lサイズ 
も^>。籲レ ゼント。ジュン係まで 

MARMECLUB 
t«ixものとオリジナルもの 
がドツサリある苗< ビームス〉 
1»03.470,3947。ここ <7«^卜 
〇,獅100%で作りも しつA、*)、またまたブームを 
呼びそう。•MOOT。S枚プ レゼント0ビームス保まで 

m- 
'^.r.W.miAv x 

$1ン プ3プモパイしリ。ゼ0;ご4?いI 

^nmiu 
ド訏そ453そ 飞1町てれにッ石たし 
4 0 2 ®ぞプポ天めて 

111111!! 
まてp去名。だロルポ in 

ill 
备の々、 

■ロケッズが 
のために作ってく 
ジッポ》ライター 

昇プこ胴ナしラのり分+ぅナ<がき亏沢力とスあ1飞爹 
''レの部Iてッま、は反場ッな広山卜の.つパる I V/ 
だ•ぃ'街itsとン负ら 

nmguwuK ぇm び 
は名。のァだスはとのをてるイ用。ははパI 

貢え 
WiiUtx最高にぁったりしそ…: 
含辇バ彡fな苳グり進ル種テ 1'' 
ツノトこ、であッノモノ類ィこ ^ 

nminMmmwi もいッベ*:/み売ィま促べうス 
ベトになンう 
ルとさ黄ぜスもそ 
^ V ^ § *； 

だて品しゴぐしどリ 
〇もitた入らたの力 

v?r；n：s$i やリザれリら知名岸 
街カイがジ原つ入ブ 
れプ不潔る$ 
U!番I松 
レンでなあも長I クト 'のふのもナ 
卜とこだれ。ちI 
かなの。、誰、は 
なつネ 様がそ' 
•u 
棄nてm はキト しれ手段I 
お1r vdiU 
/どI ら清れて° 

會應宿にありながら海の香りが漂 
i ぐンーズ>003,40M5»i、去 
年の3月オープンした店.雇< す 
れしないガシッとした作りのトレ 
ーナーは、もう多くのファ 
ンをもつ•4(200R‘ 5較プレゼ 

リつルツがラ 
そンつノ ''メ 
れ卜 'とすどラ 

冲,、、•《 ~とTいいぐう起 
°とぃ鮮夕の灰もシやうれでづけ でこるやり酒皿うヤみ酒たしちど 
'ろ°かアだだひツのをデよf 、 
おで な製が。ととなしザうつ二 しニ ロだ、べつなぃっイ。とれ ま察 ゴ0こル索っすかン特思U 
ぃ秀が紺のノ瞰てぐ0だにう物^ 
。这プ色灰はだぃれ宜よTの欲 
f リの皿フとるた伝0シでが會てシャツのサイズUM。- 外 ン地はラ思°ブしぺヤすメバッグはかくのごと，大き; 

リアもののボール,<ボールシaッ 
プ> 003iTs'ajwのトレーナー はその〇ゴをアレンジ， 酋もとの 
トリミングA«い1**じの大納得も 
の.，鲁4,800円。S枚プレゼント ポールシ3ップ係まで 

，二んちのトレーナ 
-は害きなぐりI 
I■出してる,.參ん200A 5 ント。リトル•アイランド保i 

，崖1、' 
.マリンプームA(や〇てきた•そ 
二てfしもののマyンネーム入り 
</、ーフ4ハーフ> O03-S86-64S 
sonレーナーをごこの^ 
f力IJのマークがB*を呼びそう 
i'WCo參⑽円, 5枚^レtfン 

ClreUr^ 
會ご存じ、938のトラディシaナ ルシaップくクルーズ〉1*03.4 
08-1168のトレーナー。サイズS. 
M . Lの他に子供ものまであり、 
色も12e«Jつてい*。A霣も曾う 
ことなし。#4WIR, 5«T/Ut 
ント。クルーズ係まで 

會ニューヨークなどの';*行0も<7 
がところ狭しと兹ベてあ* <^'IJ 
ウッドランチマーケット〉〇〇： 
.463.5668の卜I^ーナーは中®S 
字だ*アクリル.コットね《 
•5J00R. 5枚プレゼント/ 
リウッドランチマーケット係まで 

キミなら 
どこのネーム人り 

トレ=HK=^ 
着たいかな0 



Fanfasfcl'Modefs 
109型のボディを 

チ:3:/财!) 
-88型ミリタリ—に 

，するの卷〇 i良网忠 
^0は注目のメ —力—. 

，イ社の<35分の1\ラン|に 
ドロ—パ 

みたい。で、どのようにやつつけ 
るかというとですナ、これがナ 

ント、民m用モデルから軍用モ 
デル、しかも88型のドロはねビ 

タピタにしちやおぅといぅ、 
:がぃアリアリ風の大計蘭。 

>9型を88型にするってこ 
と»、つまC*、ショ1卜に- 

わけです。それから、民間用* 
用にするってのは、バンパI 

の他のパ—ツをとっかえるって 1.11 

プロレス毛嫌い娘も、 
この本一冊で、絶叫/ 

ウェ又タン•ラリーア— 
プPレスのフアン層もずい分変 

ってきた。普は、愛国育年、少 
年や' 根性至上iのファンがほ 

とんどだったが、今は、スリリン 
グなスポ—ツのバワーとテクニッ 

クを«て楽しむ、というフアンが 
增えている。 

そのため、技のfや、技のか 
け？し0かc*知っていないとI 

当然、その楽しさは半減するし' プロレ 
ス好き同士の蠢にも入れない〇てワケ。 

そうならないために、タツチダウン社 
から出たロレステクニックk.で 

**しましよう。イラストやで、懇 
切iに技を解arスリ—バIホ—ルド 

114 
なんていぅ地味な 

スラ—の！*がる林 
んかも載つてる。 

レゼント。宛先はI 
区芝公園2—11—J 

これを105 
«105蚕S 

(ま、そ-えると期 
とお手軽な改造だけどネ) 

まず、109型のシヤーシ— 
をカツ為 

两そいで*それに含せるよぅ 
にポデイ¢98を切るわけね(や 

っばし、fその他の*SCとに 
らめつこでやるのがBUSTあと 

は、もちろん水べ—パ—で切り 
口を一^しとく；109型その 

ものをノ—マルに作&パヤイは、| 
カチッとしたモデルだけに、水 

ベ—パ—は必要ないみたい) 

さて、篇S方は……も、戦 
車で憒らされとるから首ぅこと 

ないか。ハイTす•足まわりな 
どはマット.ブラックS後に 

ガン•メタルをドライブラシ。 
タイヤは.!;: 

マット•プラックにぺビ—パゥ 
ダ—のチaイまぜ……わかって 

ハイ。 
J88型sagは、ォリ| 

, ブラツ 
クの8。そのあと、ジオラマ 

少年の憑いクセの大ヨゴシ大会 

ますでしよ、 
{UW の88期 

プ•グリ—ゞ 

(ウHザリング)をやらかした 
わけだ•タミヤの•救急*や 

As•もいいけど、ブラ•パ— 
ツの肉單が_に薄い' このイ| 

-リイSランドロ-パ—'改 

で、ここに使用のキット(ラ 
ンドa—パ]〇9)を30名に- 

プレゼントしちやおう。_は一 
，イツク•モデ フアンタステイ••/ 

I I s 

.邏 
:發 

B9o^BONNRKORTps 



々逆エビ固め"という 
ダサい技が 

いま坂□によ〇て凄みのあ！© —I 

決：618に蜃し管妄気配359。 
坂口征二が久々に*强さ•を一たということでありましよう0 | _ン.パスタ|_*口|ブに飛ば.|あ、今日では^g的ゎ 

〇ます。しかし、時代は^art 
はなく、力道山の黄金時代で* 

る。！！！^の形ml; くポンポ/ 

見せたと評判を呼んだのが、：N 
.HンフォIサ—を相手にした 

WWF北米へビ—級選hh#JS合 
だった。^?手のXンフォI 

サ—といぅのは、まあ、二流の 
tらいの選手ですわな。だか 

ら、この相手をやっつけたから 
といって坂Pの株があがるとい 

うわけではない。勝ったから薄 
いのではなく、強く勝った坂口 

に久方ぶ- 

さて、'S試含はこんな終* 
方だった。Hンフォ—サ—に攻 

めさせておいた時mを、チョッ 
プ、Hルボ！パットでカット 

して自分が攻める時mに切りか 
え、ホイップで5W：に投げ飛ば 

すで鉄柱に坂口の額 

峰さあ坂a、の 

ックiボディ•スラムixビ 
固めでギブアップ、というコー 

スだった。 

*ひかれたのは、この 
?、ポストン•クラブ 

辟な古奥い技につい 

げ、つまりポディ•スラム' ハ 
ンマ—役げ、卜— •ホ—ルド、 

ボディ.シザ—ス、ヘッド.口 
ック、一^げ、リスト.ロック、I 

飛行機投げ、それに^{一のテ— 
マであります逆Hビ固め、つま 

りポストン，クラブという技く 
らいが目立つ技だった。で、こ 

の逆Hビ固めをひっさげて日本 
マツ-^に険気な戦1*をまきち 

一らしたのが赤いサソリと呼ばれ 
るタム•ライスというレスラ— 

だった。 
力道山がアメリカでの一^9- 

に逆Hビ固めをかけられ、十五 
分ガマンをしたのが評判になっ 

たほど強烈な技というふれ込み 
だった。日本での試合は、|本 

目を^^の逆Hビ固めで先取し 
たタムこフイスが' ギブアップ 

の声をiして攻めつヴけ、や 
つと離れるとレフエリ—の制止 

にもかかわらず、倒れている力 
道山.<7){^を蹴りっヴけた。ま 

揭凄くポンポン 
という明子で、力道山は二本目 

を逆Hビ固めのお返しで取って 
しまい、レフHリーの制止をき 

かをmつ飛ばしつヴける 
お返しまで加えてしまつた。そ 

ういうところにも力道山の几帳 
.! 【ておりますですね。そ_ 

タム•ライスが 
レまつたというP 

末だった。つま〇、逆Hビ固め一 
というのはムカシ、戦JKSな恐 

怖の決§であったのです。 

して三本目2 
S暴し-T- 

クよりも、逆Xビ固め 
の方が似合いそうだ。 

逆Xビ固めを売り物に 
する坂口というのは、 

.何となくいけるような 
気がする。 

その坂口によって、 
逆Hビ固めという、い 

っけん、ダサい技に、 
ふたたび光が当り、主 

役のチャンスが訪れれ 
ば、古奥い—的な技 

に対する功徳というも 
のだ。 

方であった。派手でアッピIル 
告強い新しい技のカゲで、逆H 

ビ固S3役siに追いやら 
れているのだ。逆Hビ固めでギ 

プアップでもしよぅものなら、 
「十年前の技でギブアップすん 

なよ」と、9きの野次さえ飛ぶ 
昨今でございます。 

だが、_対ロビンソンで猪 
木が不1¢*なくらい執拗に逆H 

ビ固めをかけつづけたよぅに、一 
f。 

Wお便ぁゥ 



使い方2WAY 
ナルなス“ 

考える加茂だからツバッグを 
創ってもこの通り/. 

赤と青とブラウンの3色、ウラは 
防水性の高いシルバ—0 

小さくたためて大きく使える 
便利なスポ—ツマンのための 

必需品——300円/ 
サッカ—ショップ加^*たけ 

です0 



ストロ—クのボルグか、 
サ—ブ&ボレ—のマツケンロ—か、 

初サントリ— •カツプ』は、 
のテニスの流れを決める 

I大決io 
•8?サント？.カッ/の組| 

合せはすでに決っている。11日 
の1回戦はB.ポルグ対G.メ 

ィヤ_、J .マッケンn—対！ 
レンドルだ*醻った両者が12日 

の決勝を,飞 
今年の見どころは、ビッグ4 

の対決という面白さのほかに、 
的$のテニスの流れを決める 

上でもS要な戦いになる。 

Iクプレィだ。ボルグ乇. 
ぱ破つたのがマッケンa- 

ちらはサ—プ&ボレ—のテニス 
だ。二人がもし、決勝で顔を合 

せれば、まさしくストa—ク対 
サ—プ&ボレ|の大激窄 

二人の今年に人ってm 

績は2勝2敗の五兮4試合と 
も昨年のウィンプルドン1の 

よぅな大neeだつた。 
今までクレ—ムをつけたこと 

のないボルグが、rボルボ•グ 
ランプリ•マスタ—ズJでは、 

はじめて審料にかみつき、ふた 
つのポイントべナルテイを取ら 

れた。二人の試合には、今や1 
本のシ3ットも§にできない 

といぅ緊强感が漂つている。 
さて、ボルグと1回戦で§ 

するメイヤ—は、二こで 
最も成*したプレイヤ—だ。デ 

力•ラケを使い、フォアもパッ 
クも両手打ちの変則だ。猫のょ 

うな！^さからのネットプレイ 
が身上。ここでもストロークと 

サ—ブ&ボレ—の対決となる• 
メイヤ—はすでに•今年に入， 

マッケンロ|対レンドルは数 
のウィンブルドン§だ。 

レンドルは、ボルダをもっと攻 
撃的にしたストa—クプレイヤ 

-なのだ。やはりストロ—ク対 
サ—プ&ボレ—の—が見られ 

るわけだ。 
4月11、12日をお楽Lみに。 





ぶIh 卜歌課D 
-—_田春夫-' 

■歌？隹 

PI I潮?Sな1 

Si :。る暴 

アメリカのHD製品。 
そろそろm #无た < なる時期ね0 

けのつと製点ンゼた 春そ汚は イ丨僕ッI gよいいハ、スン。そ、ろれいい.なたフカダ 
\、てつガ各.トアうとそがえくウアちル、ウ 

棄は感iに点ンてりっっ貢立ず丈アリ£ッ今パ 
'lummmmim 

11111 

_ 
♦口の中にぼっかり浮かんだ月をばくっと歎み込んもれ 
だ*)す*。同晚函の1シーンから•面白い圈面だねアる。 

m 

immimmiinmimum 
と女のにらあらにし対だi待'綴閗 
m だ みじ場ぃヤこぃけ姿にりる判、う 
たる合たグろるど势作たのが彼つ ..'•にい映 映' * « . . W ^ 

よ二画草面女 

議會*翻 

誕日女最 

難 

ら垮年亡'T it t4 ^1 
mil 
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hoppy lOOvh prcccn^ 

_ 
私も30歲になつてしまいました0 1 

ところ1、リクエス-^ 
書ってものがあります。私 

もいわゆる、深在DJをや 
つてお0'まして、11かな 

.の量のリクエストを 
ます。このス 

.Iを-KSしますと、 
®自分でそのレn—ドを 

持つていないi故にリクH 

I分でそのレコ—ドを 

例えば、恋人や友人にプレゼ 
ント、二れはわかるよね。 

フアンクラブの人が自分のあ 

よくある話です。だつて、ファ 
ンクラブに入会すると、それは 

お仕事なんですからね。 
有名になりたい< とにが<、 

プの人たちは、それなりに、ハ 
ッキリしたメリットが自分にあ 

るワケですけど、もっ备5$€ 
な人がいるんですょね。 

つま〇、一種の—活動にも 
似た心境でおiをくださるみ 

なさんね。このテの方が最近ふ 
えました。そして、このテのみ 

なさんが、きまつて用いる表現 
として「この曲は気くて実 

に良い」というのがあります。 
nレって、ある部分、私の彩*も 

あるんT-しょうけど、とにか<* 
いわゆる病気にも近い二の人た‘ 

ちの同人紙とでもいうべきもの 
を見つけましたら 

•オリnン*8*ってのがある 
のね。例の-Iオリnンjのチャ| 

卜を中*U'にwaされたウィ—ク 
リ•1ベ—パ—なんですが、そも 

そもf向けのチャ—卜をなん 
で一般の人が■ったりすんの？ 

最近はキヨスクでさえ売つてる 
つて話じやありませんか/ 

ホントに、«謡曲に対するこ 
のゆがんだa潮、喜んでいいの 

持にさせられてしまいます。 
ハツキリいつて、みなさん、 

悪フザケの¢5¢として歌謀曲つ 
てのが、実にカツnウのものだ 

jを発見しちやつたんで 
りど、とにかく、これか、| twpl 

、カレンダ— 

至極重要。 
•The 1381 Boy•と a ゴの入 

〇たスエットシャツ(本誌§の 
7レゼン-H8&で^^り 

ます。 
T、なにかなあと少し気$たせたい気もするが、あ 

ま〇スぺ—スがないので！にプラステイツクつぼい万 
年カレンダ—とおしえちやう •これはカワイイとついつ 

い' いや必くなりますね^*10§にRりますで 
す。宛先はiwr万^レンダ—保までね。 

もすぐれたライフツ—ルなの^ 
つねにfすると人§が変ってしま 

う、なんてこともありうる*視力の增达 
轚的に鋈の桩太にもなったC*する* 

1はスポ—ツ觀戰'野烏i、コンサ—卜な 
とに1S又二れ1*これで霉备い方？-Tそれよりも 

すごい能力があるもんだと想うのは、風景を見 
たとき一rごN^mc^sの！^が初めて見るような新鮮 

万な0たりする•つまり、これが意Kの拡大ね¬ 
-んな麻力がある双 As#をアイリス メガネから 3 

*レゼント^双眼»の面白い使い方を害いて— 
ださいは！！外、双明#^ 

ま、カリフォルニアの空に僕がたなびいている。 
「アンピシヤス•ポ—イ•-. 

みんなII手に僕をそう呼びたが 
る•たぶん、アメリカでパイロ 

ツト14なるなんて公言したから 

入学金こそ自前だ- 
残りは全部P丨ンだし、パィ□ 

ットと*つたつて"なにもジャ 
ンポやフアントムを乗りこなそ 

うつてわけTもないし。相手は 
小型の轻飛行檐。構えちやうこ 

と自体おかしい。車にXをつけ 

て*抜けに明るいアメリカの大j 
空を風のように祖けぬける。そj 

した*ここでみつちりグランド 
スタ—ルを受けてから、情れの 

aサンゼルスへ出発。現地45日 
Wのギヤランテイ.n丨ス。 

一定のII用で最後まで面倒み 
てもらえるから経済性抜群だし、 

だいいち安心感がある。 
夢と期待とをトランクー杯に 

詰めこんでロサンゼルスに峰り 

立0た僕。宿舎へ向ぅ途中、ま 
ぶしいほどのカリフオルニア. 

シャワIを浴びた星条旗が、爽 
やかにたなびいていたつけ。 

0 
スク—ルはロスの郊外、*で一 

束に一時mの□ケ—シヨンにあi 
る-人々は気さ<.なジHントル| 

ビ—プルばかり、おまけにキユー 
—卜な女性教官だっている。 

空模橡も僕の気分も快_その； 
もの。1111練はMnだった。セス| 

ナ152を駆って、何度カリフj 

1 一 



WJUTTOt by rMCmaOHAJSUO vjk 
ぃ同足一問にぅプのぃにに ソ兮リ 

illミ? f霊 
mmm /P な、のてでい答つmか ネうめテ、 
樓習？スの 

11 
各目のをサにジ 
S■參まな：£る卜まぼ 

ボし“:nま、！ 百てうが国 '出思 
\人かめ人コしわ 

IWM 
imm 

lp^Iiff!I!H ■鐵靈 
sないにIは作そI g入ツ■■ トツてい 

適°つッ厚るのーボス胸〇いしン、てァみャたうのド 
らこ■衫沿mパ⑴ 

。だたきンだポうがトニ*たてツ 

オレ挪きなレオ 
越谷店/草加店/川口店/浦和店/春日部店 
川越店/志木店/上尾店/所沢店/八王子店 
蕨店/松戸店/厚木店/高崎店/南越谷店 
柏店/相棋原店/本八幡店/大宮セブン店 
茅ヶ崎店/船橋ららぼ一と店（4月上旬オープン） 

本部•越谷市大字南荻島167-100489(77) 1511 

洋書フラッシュ ラコのフレザーが気にいった。 

スイングトップは軽快//: 



エコ—マシンさ元あれは 
レゲエもダフも 

自由自在だ0 

ストにiweされている、最も古 
くて最も新しいhフhクタ—、 

Hn—マシンをビックアップ* 
最近はディレイと呼ぶのが新 

しいよぅですが、リヴァープレ 
イシ3ン•システム同様、M 

は同じもの。国當放送的には残 
となります。 

とにかく、ドライ(もともと 
の楽器の音)にHn— (電気的 

に遅延させた#*音)をつけた 
すことによって様々なMを作 

り出すのですが、単純に思える 
«にかなり！*広い技ができますj 

'才^#ISやギタ—用アンプ 
いわ|9>るリヴァ 

それだけ 
、れても困ります。リヴ| 

ていうのは、マ、風呂 
たときの、あのHn—を| 

思い出してください。 
マシンが作り出し' 

*ぃている、I 
Zが代！KSで-*■ 

一福岡にファッション広場 
一 <ア|バン•フォIラム〉ができた0 

'ノノ 一に12 0店讁をもつメン 
ズショップの<TAK* 

Jのところ* をめ 
いるよぅだ。 

昨年は、<アレキサンダー.ジ 
fユUアン〉が話思だったが、スボ 
■-ッシaッブの<MOV-*>、 
■レディズシ3ップの<mels> 
■など、各種プランドの専n店を 
■次々にiwwさせている。 

fしてねそして***月1Bには、福岡の 
;8ょこ188シ3ッパ|ズ.プラザの4播、 

-J 5700时のフロアに<MOV 
■ -N>、<カラ—ズ.ハウス >、< ネ 
■セサリ—〉など6店誧を集合さ 

HIせたファッション広場 <ア|パ 
ラム> を才|プン。 

»念して<MOVIN>の Iトレ—ナ—を120名、小物入れ袋 
を50名にプレゼント。宛先は» 

160柬京都新宿区西—716- 
tポパ多。 

70ミリ秒ぐらい2 
一うのは、ドライとHi 

って、二Sに楽器音が感じられ一 
ます。そのようなものをダプラ 

—iとか、才- ■ 
トラッキング輩とか呼びます。 

I 300ミリ秒の時1があると、 
ドライとH n—をシンクロする 

サウンド.オン.サウンド1 
が15*^なのです。Hn—とひと 

Pにいっても、その！®®は、時 
1によつて梯々なのです" 

さらに' H n—の山びこ数(リ 

のですから、プロミユージシャ 
ンが、Hn—に凝〇、こだわる 

というの然Tしよ•っ。 
ちなみに、Hn —マシンのシ 

ステムは様々ですが、プロ用に 
は、富号をデジタル義する 

デジタル.Hn—マシンがあD 
ます。fは40万円以上します 

ウィ—クエンドは楽しいスー 
ポ—ツ観戦と洒落込んでみた。 

ごひいきのチ—ムの®ゆきが~ 
あやしくなって<%につれ、 

お空の方の*ゆきもあやし< 
な0てくる*ついにきた/ 

パラリバラリンnと。 
そこでさつそ<取り出しま 

したラブ•ポンチョ。サツと一 かぶれば熱い2人を優しく包_区 
む。冷たい雨もジュワ-と蒸Iス、’ラブ.ポンチョ.. 

|発しちやぅ。 
ゴム引きの防水もので、なお 

かつゆったりサイズだから患を 
〇まらせることなく®3¢できま 

する。わざわざ息がつまりたい 
燃ぇ上りやすい取方にはちょい 

不满でしょぅが。で、<チ3コホ 
ット〉からこのポンチョを5名 

にプレゼント。宛先は® 







大應^道/u 欧•米.豪 

あなたの描く個性的な旅に、 
一枚のパスがお供いたします。 

■USAレイルパス(米） 
アメリカ大*の跌道み乗り放a 
7日000円）から30日wまで。 

■オーストレイルパス（豪） 
オーストラリア大篚の鉄道が乘り放扈 
M日W(50,0000)から3力月Bまでi 
◎その他のパス 
■ョーロッパ国別鉄道 
■アメリカのパス路線 

ポ パイもとうとう100DI 
テレフオン•ビンゴ ー ニノLI ' -->'/ 〆 t*s- 

だって：まなんか:^応用編 
号から読んじIIはるとんだぜ、 
スウィ—ビI。 

りあえず霖だ/ 

あのね、96号のテレフよ 
ンゴなんだけど、もちよっと変え 

てみても面白いよ。基本は同じな 
んだけど、 ， 

でなく、も〇と增やして 
もいいのです。例えば一 

のマスだったら、相HHm 
分のOXBJ6なく、先に 

タテ' mn、ナナメにc 
n並べた人の8»ちとなn 

ます。10'ぐらいでゲ—ムすると、 
nツを知ってる人のほぅが有巧 

nrが少ないほど伯件しますの。お 

はぅってつけです*もし前から知 
っている人がいたら、ゴメンして 

プレス！^— 
偬びのトレ—ナ—だ 

こSS"ラスペガス•インタ— IのでrA 
ナショナル•ホテルに数日泊ま〇店興は 

まLた。ここは、197 7年、42 
歳で歌が歌えなくなった大スタ-、I 

エルビス.プレスり一が^®、不 
死烏のごとく蘇ったホテルなので 

す。ホテルのショッピングコー 
ナ—では、プレスリーのトレ—ナ 

Iを8ドルで売つていました* L 
かし、#^な二とに、ひとり1枚| 

だ,-〇すると店興タレスリ| 
だオマHの中で生きているのL 

ポク「もちろん死んじやいな： 
*ているのか7/| 

:. —なぃさ1-. 
すると突然プレスリ—の歌を歌い 

ながら••全部は売ってやれないが* 
ォマエが両手で持って帰れるだけ 

フォード32_クーぺ 
プラモデルにてよみがIf 〇万才/. 

見つけた/ついに見つけたの 
です。映画*1アメリカン•グラフ 

ィティJで、ジ9ンが乘っていた 
フォ|ド32|デユ|スク|ぺの 

プラモデルを。Mpc:slaで、25 
分の1スケ—ル。かねてからブラ 

モデル店にたのんでおいたもの^ 
ホイ—ルのK-IK全なメツキ、マフ 

ラ—がメツキしてない等' 数々の 
_があつたけど、仕上が〇は最 

高で' 我ながら大費です。この 
他に、-Iモア•アメリカン.グラ 

フイテイjに出てきた、ドラッグ 

•I足.大田/田辺正弘 
|@**@気ムンムンだわい。 

売つてあげるよ」と*う* 
クは38枚を手に入れたのだ。しか 

し、アメリカつて、ホントおおら 

そこで•■ポパイ』备んで4プレ 
スリ！フアンの方々、_があれ 

ばこのトレ—ナ—を1枚* 
円ci込み)でわけてあ 

今'28枚残つていますので、まず 
は—ハガキにてごi ください。一 

サイズはs、M、Lですが' 小さ 
めにできてます。 

• • 542大阪市慶塩町通3 
■、地産マンション心§9 

09号/$和志 

'霧J 

岭こちらにプル—のプリント‘なご 
やか；ぅhルビスに*«わず* 

ロンドン 
超東洋的 

デイスn•ハ—ティ 

す。先日、現地の友人があるディスコに 
招待されたので、"私もいっしよについて 

行きました。 
店内に入ってビックり。人1の店II 

に、香がモウモウとたかれている店内' 
壁には故.毛沢東iのfがズラリ。 

天井からはri/「M四人組」、>■1」 
など、雑誌やレコ—ドから#^もわから 

ず抜き出したのであろうタレ幕が下がつ 
ています。そして客はというと、イ—ス 

トエンドがそつ してきたよぅな' 
ケンランゴ—力、グロテスク。宮廷貴族 

ば〇のお兄さんから、上f丸出しのお 
ねえさん、ゾロアスタ—教の神主のよう 

な男女不明の人までウジヤリ，流れる曲 

ちろん、ヒカシユI、アナ—キI、 
あげくは日まで。イ—ストh 

ンドに日本をまぜて' この世の終わりを 
ふりかけて、—級で炒めたよぅなi 

でありました。外を歩けばスキンヘッズ 
のHEが……、ちらほら女のコもまざつ 

ています。 
テムズから冷たい&が吹いて、ロンド 

ンはまだ冬です。 
•1.武蔵野/吉祥寺のaケットマン 



i 
7ビギ—のなん 

てはじめて見ちやつて大f。こ 
のおi£はAップ•ポ—ィズ > と 

いつて、ただいま大きく変わ 
く swmの草加駅のそば、西友ス 

トア—•の前にあ作ます。 
テニス大好き人mには、コカ. 

n—ラがドネ—につくらせた限定 
ラケットもあるし、95号に載って 

たミス•ビギ|のカレンダ—やミ 
ツキ—マウス、プ—サンのiwaな 

どなどアメリカのキャラクタ—も 
んが7ンサカ。ジャンボ.ミッキ| 

丨マウスだっ一 _• 

hoppv losh^rcgGC^ 

でやせが:(枚目/•...- 

1 
これ、 

1プI 
ノを作っだの 

•»»•が作ったデカパッグで 
す。最近' こ—ゆ—ポパィ柄の布 

が充られているのですね。なかな 
かカワイイでしょぅ。実は私、あ 

るテニスショップで、スn—卜や 
パッグ、小物など、作ったもの«- 

売っていただいてるの。そこでこ 
のパツグも、と思いつつはりきつ 

て作つたところ、-1この布を製品 
化することは禁じら一 

れております」だつI 

て、欲しい方はご 
報くださぃ f/ 

•®270'ns p s 
m我孫子市船戸3,«a»i 

联の團0もちらほらで'*0^ぅ) 
、気分の*でございます。ちょつ 

AJimを、なんて«つたときに困： 
つてLまうのが、そ*つタパnとラ： 

のしまい場所ね。わざわざ： 
バッグ矣つのは面倒だし、Sさ： 

でたるんだポケットはいし 
夕. <ウイン： 

カジュアル〉を10名にプレゼント： 
が_ジョリッが気分のフリン 

卜式です。はH104I 
:;:::_」地！7丨10、平凡出 

版期#パ'部/ウインライ 
ごン-^ね。 

スーツの-8：ホケットからサッとHH6を 
取り出した男は、のポ—ルベン 

Tメモをと〇始めた、では絵にもなDや 
しないね。良い仕事に優れたfは不可 

欠*で、(ハ—力—45スタンダ—ド>の3点 
セット{万—•ボ—ルペン•シャープ 

ベン)を5名にプレゼント■ t先は暴 
10511B3.4.M' 0^ 

森ビル3F、テー 
ムズ •インダスト 

U—ズ•リミテツ 
ド7ホパ基/ 

5|2\ 松鐘惠 
③ポクの柄のはない 

のかなあ。 

nホパイjをもらつてくれる人* 
す。41号43号45号47号1 

号〜56号62号63号66号168 
号ム号76号〜79号82号83 

号〜96号以上の！Tなかにはパズルな 
んてやつてあるのもあ〇ますが、それで 

もっていぅ方は、iハガキください。 
•大阪新千里東町2 - 7C22— 

>5 ,栗欣也 

電子楽器！ 
二こんとこ電孟器喜つた音 

楽をよく耳にするけど、意外に自 
分で弾いたことのある人は少ない 

んじゃないかな。で、現代の5m 
技術がど-iで蠢を演赛するこ 

と—近なものにしているか、ど 
れだしいものにしてきている 

のかを知つでもらえる催しをご案 

7アン必見 
f rハル 

内です。その名も81案みフア 
ミリ—力—ニバル/ぼくらは電子 

時代の#シンセサイザ—& 
*子キ—ポIド/シンセサイザ¬ 

で F1 マシンの Hグゾ—スト •サ 
ウンドを作つちゃった〇、 

身でシンセサイザ—やキ—ポIド 
を自由に#作したDのお楽しみの 

ほかにも、アニメの動きに 
て音を作る実演や、シンセ 

才のセッティングと実演な 
いつぱい、—になりまする。現 

代iファンやメカ好^\年狂* 
のこのイベント、3月28日(土) 

ら4月5日{日)までの9日叫 
京.北の丸公圍の—技fで開 

埤入*Stは大人400円、#4€ 
i200円' 4嫩以上のこども 

150ar €&技術館広羹« 



るものなのかと驚かされるのが、 
作つた籲asな料理プックr四季を楽しむトマト 
料迅。*にでも手軽に、おいしいトマト料理 
を楽しめるように、簡単でおいしく作れる季 
節のトマト料理60品をフルカ： レカラーでIB介した 

03□注目 UfcN^iq) 

S月8日一10日の3日！! 丨日閜、jowtnrrtc子ダ 
ブルス公式テニス世界選手権「ブリヂストン 
ダプルス’81j*穩される。賞金转»1访ド 

，'ら抽茂雄前巨人 
コーノ^*iはすさまじい。二の激戰に打ち膊 
つたのがトヨタ自動車》 •»しみやすく賴り 
がいのあ蓦ナイスミドル• 

させる魅力のトーナメントなのだ•こ 
をES：してB Sオリジナノレトレーナー 
にプレゼント • サイズ（MorL)«BE 
京背山2-24-1511山タワービル 
ピーアール内1■プリヂストンダプルス 

，81jプレント•ポ/、•イ係へ。胸4 

ドル#のイメージがコロ 
“-3月中旬からコロナ 
ともとftAの％車はコ 
け的WE売、同年** 

あの》■サタディー.ナイトフイーパー』で世界を熱狂させた「ビージーズ』が初めて 
CMに出演する。TDKから新発売の音楽カセットr=ユーADjのCFがそれ。 

TDKのカセットテープはアメ y力 
でもトツププランド。春からのキ 
ヤンベーンはアメリカの音*の世 
界を展開するいうから楽しみだ。 

ヤングマンやスポーツマンにと，て、メガネは全く邪魔 
なヤツ。男こそ、メガネをはずしてで、広L'UJI*に 
目を向けるべきだ•コンタクトレンズは、まず割れない 

もらないからあ!)がたい•しかし、目に傷A(つく 
のではないか、ずれたり、はずれたりはしないだろうか、 
なんて不安がつてるキミのために、コンタクトレンズの 
専鬥クリニック「日比谷コンタクトjでは•コンタクト 

'棚アドバイザ 
—•を831¢した。 

都会で生きる主強派の男速のための樫山(7； 
服「マッケンジーj。このMのテーマはf 

iOJWlHr 
7It •■リズ 
5で「マッ 
:新発売の 

ヤマハスクーター「ペルーガ』とのジaイント 
キャンペーン。どちらもする男遠にマッチ 
してい6のだ。期聞中、306に「ペルーガjが 
当たるオープン■寅実施中。申込みはハガキで。 
〒1〇3 3|〇[«中3枢日本«3の10<7)5 _J㈱ 
宜伝部マッケンジー*〇 lf«Jは4月7日。 

づ、さいながらも、粒よりの逸品ともいえ％のが/、•イオニアのコアキシャル2ウIイスピ 

オトコの_で最しているの*料3 
の求極はなんといっても漬物。まずはぬかみそに 
挑戦してみよう。といっても、これはぬか床もい 
らず、水に#いて演けるだけという®Wな代物。 
その名も「ぬかよろこび』220円。熟成させた発 
稱乾燥ぬかに、ぬか床のうま味成分を結基させた 
贼の战と、垣分と酸味嫌うづ变で1セット。 
典くなく、手経においしいぬか溃ができるのだ。 
冷湖章の中でも潰けられ％から摩柯不思■„海外 

tPP 

シルなどiBHH品が1万名に当たるという「ヨネツクス.力 
-ニパル*81jが5月31日まで実施されている。応ik7)対象と 
なる商品は賊•軟式テニスラケット、ウエア、シューズ、 
/<ツグなど。1万円以上雇入者にはもれなく特製シャープべ 
ンシルをプレゼント。詳しく で。B»3名にはミニ 
グライダーを•〒104東京都中央区築地1の7の10平凡出 
BffllW•:パイ•ヨネックス係0 JWM月10日。 

の性能を51きだす离級メッシュグリルのデ 
ザインなど、口强ながらなかなかのゼイ 
タク設計なのだ。1万800円。 

レーナーを各S名にプレ 
ゼント。希望商品名碑 
Eして、(スポーツハット 
希望の場合はサイズも記 
入）ms[都喊e»®4- 
2-15«W3liaj ビル3 F 
ソニー企期株期発事業部 
•NFLアソシエーシaン 
プレゼントポバイ係まで。 
格切我月10日。商品の問 
^tt(«M3-56- 

?*されているビッグ 
ライン 

. ..rプなポク達の世界を 
Kる。二の««をIS念して、NFL 
ツハット、リップスティック、卜 

參 
男のための料「ヤクル 
トタフマンjのコマーシャル 
に出演しているのが、ヤクル 
トスワローズの武上E*。C 
M出演(ifflめてながら、なか 
なか童々た％ものだと_。 
チームを率い¢1*は、選手 
以上に心身共にタフでなくつ 
ちゃ勤まらない。男の期志、と 
たくましさを持つ武上J£*の 

，メージが「ヤクルトタフマ 
つにピッタリとか。今季ヤ 
，ルト*_すれば「タフマ 
つの肝価もグンと上*はず。 









OpenYour Freeways 



高感度こ胁卡 
スポーテイな走りliどんな時でも、風景を自分の味方にしてしまう。 

まわ0にけiiみながら> そこからttWiしている〇— 

思わずシャッターを押したくなるくらい、主張があSo 

喊的なのはドライバーのセンスだ。 

眠った感性から比決して;^ _fv(は生まれない。 

キビキビした走りが楽しめSスポルディングN.Y. 

高感度設H•の主張を貫(■、た;ut_: 

ss^MySDor 



BOOT LEG 308酬’ 
ニュークエ不タンシャツ(オックX■方 







直撃0テキサス100% 







島へ飛ぶ0島で、翔ぶ0 



THE GOLDEN HEART OF 

OXBRIDGE. 
OXFORD & CAMBRIDGE 

1869年、当時インドに駐在していたイギリス騎兵隊の将校が本Il;lにねち邮り，抑.;I紳kの代衣■(句なス 
ポーッとして记れした「ポロ」。その純技⑴ウェアとしてれていた粉‘1.のユットシャッが•:のホロシャヴの阶 
点であるオックスフォード人,7、ケンプ1vン'人7■•の？ル:やn._f、テニスやゴルフ(こ如んで仙けるよう 

|こなりョーロッパやアメリカに渡り、ポピュラーなウェアとしてwwにIムまった。中でも、綿■才でn:々:てられ 
たショートポイントのポロシャツは、多h的にが,れるので人'4がいオックスブリッジの無地ポロは、炎h 
的なitWiとM格をぞ^えた味わいのあるポロシャッ'.ゴールデンハートにふさわしい■.れ' 

o^SilSS^ UMVBQnY SPORTS CUJB 

OXBRIDGE ⑧ 
OXFORD & CAMBRIDGE UN1V 

磡 

基:類似品が廉売されていますので、OXBRIDGEのラベルをお確かめの上、全国有名百貨店、專鬥店にてお貫求めください。 







マ/, 2ド，分ふ叫ニノ 

UTIAZE•麵• 

from Editors 

卿はパ月1〇日【金) 

嫌売/1阳と2汨はtK/Kの日 
1B 
譽 

%す。 

蠢I 
パ新でル 

►都会に住んでいる人なら、lawも街を難れる一 
と、もぅあの空気が恋しくな〇てしまぅで 

街がいつのEにか、稍神的な故郷になっず 
とに気がつくのです0 

►自然へのあこがれも、*い空への旅も、それはI 
街へ帰るといぅ前提があって成立するもので-A.. 

-»ポパイJは私たちのフランチヤイズ、*会！ 
点を合せました。 

►都会での生活が、どうしたらもつとハツビ—なI 
ものになるか、rボパイJはその提案であ〇、サン 

プルであ〇、記錄であり、そしてイマジ•* 

▼以上は『ポパイJの号に記された巻頭の首 
葉です。気負いに满ち、興奮があふれています* 

そういえばみんな、新しいイメ—ジのパラシュII 

P-/J £*■;►みんな雑誌が大好きな*中ぱ4 ❶ヲもas. I ぃ彗S辑をわれわれは西部一 
/\分区ク ます。何もない荒野の真ン中にy 

刊4周年、100号ということで張り切 
り狂った編集スタッフが、あれも入れよ 

うこれもやろうと一時は収拾のつかない 
|混乱状態。どうやらSKnいが 

ついたものの結局は大増べ一 
ジ。もともと薄型マガジンと 

してスタI卜した『ポパイ』 
|が、こんなに肥滿体になって 

しまつた。ついでに特別価格 
で320円、まことに申し訳 
|ないと反省の極致。そのかわ 

号からは大サービスで定 
価270円据置きと決まった。 

でもこの号は貴重だせ。 

1部_にたとえたりし 
■に街をつくるのと似 

います。いろいろな人mたちがあわただしく出 
入りする！MK部は、まるでパラック建ての酒場の 

ようでした* 
►だからrポパイWの劃刊羅集部はロサンジエル 

スに«»されました。この明るく乾いた新天地が 
人Wや都市や芸術などにをあたえ、独特な精 

ItsA.土をつくっていることに注目したのです。 
►われわれは、そこに靑春のひとつの典型を見つ 

け、それを切〇取ってきて、日本の新しい世代の 
新しいライフスタイルのサンプルとして提示し』 

うと®T'たからです。 
►あれから世羿も日本も大きく変〇まし| 

た。『ポパイ-.は試行錯誤を繰〇返しながらも、 
おかげさま'rJHnに成長してきたようです。いま 

104冊のrポパイWを前にして一同感無量です。 
▼「ポパイjは、これからも苗さんとともに楽しく| 
走りつヴけます。そしていつの日かr 

という雑坊がポクたちの*春だつた……1-といわ| 
れるようになc*たいと本気で考えているのです* 

HI1I 
=#« 

1•雪 
二I匿 画 





Onward. 


